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This study is about “margins” in an information society, and examines their “usage” as a “tactic”. 

In the era of “Modernology”, the study of modern social phenomena, from the barrack huts that people create when 

trying to recover from an earthquake, it is possible to find “anonymous agencies” for the people on the streets, 

which are born from “shortage conditions” and the will to create what is needed. It is said that Wajiro Kon 

originated “Modernology” after applying these points to cities. Today, this kind of “anonymous agency” has taken on 

the form of “consumption” and is being “created (fabricated)” in an obscured form. Michel de Certeau defined this 

kind of “hidden work” usage as “tactics”. In my research, I will focus on the usage of “margins” as a “tactic” and 

discuss how that “tactic” creates “margins”. 

“Margins” are often treated as having no value as they have no content, but it can also be said that not having any 

content means there is nothing limiting actions and it is therefore a place where “free” actions are possible. Also, it 

can be said that, due to “deviations” and “allowances” from the existing value system occurring, the variety of 

judgment, the range of allowance and the width of perspective is also “margin of thought”. 

When the borders between subjects under control are clearly set, the outlines of “margins” are easily understood, 

but recently these outlines are vague, and in that situation, “margins” are expressed as “contradictions” and 

“garbage” because the subjects under control created them through their goals. In that event, the rate dependent on 

time is high, and a sense for perceiving and using these as an “opportunity” is necessary. In the 1990s, through the 

appearance of the internet, the border between real and net was newly drawn, and in this so-called Post Internet 

era, that border is starting to disappear. 

The disappearance of this border is also appearing in the trend of digitalization of various mediums. This is 

particularly apparent in music media. Books are one of the mediums where the discussion of digitalization is 

particularly active. The fluctuations that were present in the era of hand-written manuscripts have disappeared 

with printed books, and the so-called “writings”, the traces of perception that existed within printed books, are also 

being recovered for the actual use of “collective wisdom” in digital books. 

Based on the above argument, I will perceive books with “finger marks” (memos, smudges, sun damage, tags, folds, 

rips, color bleeding, etc.) as Certeau’s “fabrication” and appraise them in addition to their set price, explain the 

usage of “margins” in “Yohaku Shoten” which I will distribute onto the Amazon Marketplace, and discuss the 

effects of the “Yohaku Shoten Friends Project Tool No. 1”, the expanded project of the “Yohaku Shoten”. 
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はじめに
　
　筆者が立ち上げメンバーとしてかかわる「余白ネットワーク」プロジェクトは、地域や趣味、専門
分野といった既存のネットワークとは異なり、「枠外感」1 による人々の緩やかなつながりと、「枠
外感」から生まれた、「自分のための」活動の集合体である。
　 余白ネットワークでは、「自分のための余白をつくる」ことを掲げ、自分の表現をすること、始め
ることを重要視している。余白ネットワークにおける「表現」とは、作家として活動する人物の「作
品」にとどまらず、個人の趣味や小さな発信というものも含まれる。この「自分の価値観を表現する
こと」＝「余白をつくること」という考え方から、《余白散歩》（2011～2012）2や、《作業日》
（2011年～）3、《余白人生ゲームをつくる》（2013～）4など、メンバーがある時にはひとりで、
またある時には共同で「余白をつくる」ための、さまざまな活動を展開してきた。 余白ネットワーク
のすべての活動は、誰かに頼まれて行ったり、生活のための金銭が得られる「労働」ではない。それ
でも、活動を継続していることには、それだけの何かほかの価値が「余白」にあるからだと考えてい
る。 この「余白」という言葉の背後には、日常生活において メンバーが抱える、 どうしようもない
息苦しさからの自由な表現、活動への欲求がある。 それは、イヴァン・イリイチ（Ivan Illich 
1926-2002）が「自立と自存の活動」として「消費に覆い隠されてしまっている活動」5とするよう
な、自分自身が自由に、楽しく生活するための行為への欲求ではないだろうか。 プロジェクト開始か
ら3年が過ぎ、形態をゆるやかに変化させがら、「余白」というものをメンバーそれぞれが実践の中
で掴もうとしている。
　この「余白」とは一体なんなのか。そして、我々は「余白」にどのような価値を見出せるのか。本
論は、「余白」の価値と、その効用について、探求するものである。

4

1 「ふつう◯◯である」「みんな◯◯してる」などと表現される「枠」から自分がはみ出ており、自分は社会からの評価が低く、
「枠」に合わせたいが、合わせられないという一種の諦めのような心情を指す。

2 効率や目的などとはちがった、まちのあるきかた、使い方を身につける散歩。目的をもたず、思い出や身体感覚などをたよりに2時間
程度歩く。余白工事の会の内田聖良・小林橘花と、ゲストアーティスト兼盛雅幸（ダンサー）と参加者が、余白をつくるための隙間を
探す「隙間の稽古」を行った。後に、散歩後に「記憶」や「思い出」などによって即興でマッピングし、俯瞰ではなく歩行者の視点に
よる「地図」を作成するスタイルに変化。

3  参加者各自がやりたいことを持ち寄り、同じ場を共有して作業することを通して、異なる関心や目的を持つ人たちが共に居る状況を
つくり、そこから派生するインタラクションについて考える。

4 「余白工事の会」メンバー小林橘花が行っている、人生ゲームが示す人生のモデルケースに疑問を感じ、ゲームを作りかえて遊ぼうと
する試み。

5 イヴァン・イリイチ(玉野井 芳郎 , 栗原 彬 共訳)『シャドウ・ワーク:生活のあり方を問う』（岩波書店、2006）  p53



１　余白の定義と変遷

　昨今、「路上と観察をめぐる表現史：考現学の「現在」」(2013)、「今和次郎　採集講義：考現学
の今」(2012)、「再考現学」(2011)など、「考現学」 6を見直し、その現代における意味を問う展示
や、近年の芸術作品や活動を考現学との関連で紹介する試みが多く行われている。　　
　これらの展覧会では、「考現学」に連なるものとして、赤瀬川原平（1937-2014）の「超芸術ト
マソン」7[図1]や、後に赤瀬川が藤森照信（1946-）、南伸坊（1947-）、林丈二（1947-）、松
田哲夫（1947-）らと行った「路上観察学会」（1986-）8などの、見慣れた風景から可笑しみを発
見する活動や、下道基行（1978-）《つなぐもの》9（2011）[図1・２]など、日常的な風景にひそ
む「アノニマスな営為」10に注目し、それらを観察・記録する作品がある。 このような活動・作品の
多くは、「路上観察学会」が「消費帝国」11として批判するように、消費社会の拡大した世界に反対
し、抵抗の意を示してきた。

5

6 関東大震災後のバラック小屋に始まり、次第に復興していく都市において、当時の風俗の一切を事細かにスケッチ・記録する活動。

7 1972年より、赤瀬川原平が、松田哲夫（1947ー）、南伸坊（1947−）とともに行った、あらゆる有用性を欠きながら、人の手によっ
て意図的に保存されたかに見える物体や、それらが織り成す状況や風景を、作者性を超越した「超芸術」と捉え、記録、探索する活
動。それらの「無用の長物」は、活躍することのなかった外国人プロ野球選手になぞらえ「トマソン」と命名された。1982年には「超
芸術探索本部トマソン観測センター」を設立。赤瀬川の美学校での教え子が中心になって運営している。

8 1986年に結成された団体で、赤瀬川の超芸術トマソン、藤森の建築探偵団、囃しのマンホールのふたの収集など、個々の活動が緩や
かに合流したもの。路上に隠れる建物・看板・張り紙など、通常は見過ごされるものを景観として観察・鑑賞。見慣れた環境から可笑
しみを発見する活動として注目を集め、ブームを巻き起こした。

9 人々が生活環境のなかで必要に迫られ、限られた技術や材料で作った、橋の機能を持つ物体とその存在が創りだす風景を撮り下ろし
た写真作品。

10 南後由和「笑う路上観察学会のまなざし:都市のリズム分析に向けて」『路上と観察をめぐる表現史』(フィルムアート社 ,2013)p136

11 赤瀬川原平、藤森照信、南伸坊『路上観察学入門』（筑摩書房、1993）p19

図 1　赤瀬川原平《真空の踊り場・四谷階段》  



　また、アート的な表現を用いながらも、表現の新規性等、「純粋芸術」や「アートのためのアー
ト」とは異なる目的で表現活動を行う人々がいる。「アーティヴィスト12」を自称するイルコモンズ
（1966-）と成田圭佑（1976-）が語るように、彼らにとっての表現活動とは、テロや戦争の生み
出す閉塞感や資本主義が生み出すスペクタクルに対する反撃のための「手段としてのアート」である
13。こうした「使う」ための芸術は、シチュエーショニスト・インターナショナル 14 が「日常生活の
変革」を提唱して以降、世界各地で実践され続けている。

　筆者は、これらの活動を、システムを新しく作りなおし、刷新するのではなく、システムの内側に
いざるを得ない人々による「もののやりかた」、あるいは「戦術」15 と捉える。また、前述の「考現
学」やシチュエーショニストの系譜を引く活動が今日取り上げられ、また実践され続けるのは、それ
らの方法が大きなシステムの中で生活せざるを得ない私たちが、そのシステムに回収されない表現を
行うのに有効なためであり、そうして出来た表現活動が「余白」であると考えている。本章では、
「余白」の定義を述べ、それぞれの活動の実践者が行ってきた、「余白」を作るための「戦術」を考
察していく。 

図 2　下道基行《つなぐもの》より   ©Motoyuki Shitamichi

6

12 社会、政治運動にアート的な手法や表現を積極的に活用した活動。

13 イルコモンズ＋成田圭佑 編著「アーティヴィズム・ナウ！：たのしいアクティビズムと野生のアート」『美術手帖』2012年3月号
（2012）p80

14 1950年代後半から1970年代初頭にかけて、ヨーロッパ各国を舞台に社会・政治・文化・芸術の統一的実践を志向した国際的集団

15 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）   p101



1.1 　余白とは

　 ある部屋に机をおいたとき、部屋と机に空間があれば、その空間の範囲のなかで、机を自由にレイ
アウトすることが出来る。「余白」という言葉は、辞書的には「字や絵などが書いてある紙面で、何
も記されないで白く残っている部分」16といった意味だが、部屋の中での「残っている」スペースが
部屋の「余白」だと考えれば、先の例では、机をレイアウトする際の可動域は「余白」によって規定
されていると言えるだろう。つまり、「余白」は、「何も記されていない白い部分」の範囲を超え
て、制限の中にあって、ある行為を支えるサーフェイス 17 のレイアウトであると解釈できる。例え
ば、街中にプロジェクターを投影したいと思えば、映像が投影できるような面をさがす必要がある。
さらに、その面とプロジェクターとのあいだに、十分な距離が必要である（近すぎれば、画面が小さ
すぎて、何が写っているか見えない）。自分が見やすい位置に映像を投影するには、プロジェクター
の高さを変更する必要があるかもしれない。さらに、使用するプロジェクターによっては、夜、また
は明かりを遮断できる場所でないと、映像が見えないかもしれない。電源を確保する必要もある。こ
れらの条件が揃ってはじめて、「街中でプロジェクターから映像を写す」という行為が成り立つ。つ
まり、何らかの行為が可能であるのは、その行為を可能にする条件に支えられているためだと言う事
が出来る。ある状況から、物質、空間、時間の条件を見出し、うまく使いこなすことができれば、人
は意図を達成することが可能になる。 その際に必要な条件は、人の思考の幅や、意志の強さ、身体能
力によっても大きく異なり、ある人には不十分な条件に映るものが、他の人には十分な条件としてみ
なされることも大いにある。

図3　プロジェクターを写すために必要な条件は、当人のセンスやアイディア、身体能力により異なる。
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16 コトバンク・ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説　余白　https://kotobank.jp/word/%E4%BD%99%E7%99%BD-9554

17 固くて動物がその中を移動できないサブスタンス（物質）と、移動できるミーディアム（媒質）の界面。（佐々木正人『レイアウト
の法則；アートとアフォーダンス』（春秋社、2003）p117)

https://kotobank.jp/word/%E4%BD%99%E7%99%BD-9554
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%99%E7%99%BD-9554


　現代では、国家や資本主義などさまざまな権威や権力の枠組みによって私たちの行動は制限され
る。この状況における「余白」とは、その権威や権力の影響力の範囲に引かれる境界線の外だと考え
られる。しかし、この境界線は、単純に内／外を分けるようなものではなく、「余白」は、権力の編
み目の隙間に潜んでいる。それらは、権威・権力の主体によって「くず」や「無用なもの」とされて
いる。その中には、権力の主体がある目的に基づいておこなった行動の結果、「くず」として残って
しまったもの、あるいは、複数の主体が行った行為の重なりによる矛盾によって引き起こされた「無
用な長物」も含まれる。これらの「くず」や「無用なもの」は、いつ何時権力の主体に標的にされ、
破棄されてしまうかわからない。それゆえ、時間的な存在期間が短い場合が多い。このような、いつ
消えてしまうかもしれない危険を孕んだものを、「機会（チャンス）としての余白」と呼ぶ。「機会
としての余白」は、それ自体で効用があるというよりは、使用されることで、個人の思考に「ゆら
ぎ」や「あそび」、「ずれ」を生むものである。
　「機会としての余白」を見出すためには、あるセンスが必要である。そのセンスを持って、「機
会」を使用する（たとえば、占拠する、「あそび」や、詩的なオブジェに仕立て上げる、隠れて作業
する）ことによって、異なる「枠」を重ねたり、異なる方向から力をかけ、既存の価値体系の枠に
「ずれ」や「あそび」を生む。思考の「枠」に、ずれやあそびができれば、それまでよりも、判断の
多様さや、許容の幅、視野の広がりが生まれる。また、それまでの枠組みが異化されることから、無
意識に採用していた「枠」内の行動から、本来の自分の楽しみや充実感を目的にした「枠」外へと、
意識的に歩をすすめることが可能になる。これらの、「あそび」と、「機会をとらえるセンス」、そ
して「枠」の外へ向かう意志を、「身体感覚としての余白」とする。この、「身体感覚としての余
白」を身に付けることが、「余白ネットワーク」の目指すもののひとつである。
 　思考の「枠」のあそびが異なる人々のあいだで共有され、また、それらが「枠外」の活動として現
れるとき、それはその社会における「余白」と位置づけられる。これを「活動としての余白」と呼
ぶ。「機会としての余白」と「身体感覚としての余白」が出会うとき、「活動としての余白」が生ま
れる[図4]。以上、「身体感覚としての余白」、「機械としての余白」、「活動としての余白」を、
「余白」の3つの相として定義する。

図4　身体感覚としての余白と、機会としての余白の出会うところに、活動としての余白がある。
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1.２　「余白」の変遷　

　本節では、都市やインターネットそれぞれの空間において、事例をふまえて、「機会としての余
白」の見出し方、「活動としての余白」のつくりかたとその質の関係性について、時代背景とともに
見ていく。

1.2.1　都市空間における「余白」

　「考現学」の開祖、今和次郎（1888-1973）の関東大震災後のバラック小屋の観察からは、家に
使うものとして製造された素材が不足している、という状況によって人々が生み出した、ブリコラー
ジュのような、創意工夫が観察されている。この「足りない」中での「アノニマスな営為」18は、下
道の《つなぐもの》にも、観察可能である。これらは、専用の資材がない、という状況と、風雨を凌
ぐ住まい、ちょっとした段差を楽に、安心して渡りたいといった意志と必要性が育てた「専用の資材
がないなら、身の回りのものでつくってしまえ」という「身体感覚としての余白」と、それによって
見出された、「塔婆」や「ムシロ」、「トタン」等が「機会としての余白」として使用されて、「活
動としての余白」、つまり小屋や、橋の機能を持つものになっていったと考えられる[図5]。

図5　今和次郎　震災バラック調査《土ムロのような家》 1923年

9
18 南後由和「笑う路上観察学会のまなざし:都市のリズム分析に向けて」『路上と観察をめぐる表現史』(フィルムアート社 ,2013)p136



　「トマソン観測センター」や「路上観察学会」が観察する対象は、生産性という観点からは「無用
の長物」としてみなされ、「生産性の社会の闇から闇へと葬られ」る運命であり、「もう二度と返ら
ぬゴミ」19 として日々棄てられている（撤去されている）。これらの「不動産に付着して美しく保存
されている無用の長物」20とは、買収された土地や撤去せずに残されたものの、それぞれは生産性の
都合によって行われた行為の重なりの妙や矛盾であり、それが新たに均質化されるということが「棄
てられる」ということであろう。ニューヨーク市が1件35ドルで売りだした活用できない「くず地」
（道路沿いの線上の空き地など）を買って植物を植えたりする、ゴードン・マッタ＝クラーク
（Gordon Matta-Clark, 1943-1978）《本当の財産、偽の不動産》（1974）で登場する「くず
地」も、生産性の都合によって作られた「図」に対して、「地」として残った、無意識的に「作られ
てしまった」ものとして捉えられる。これらに共通するのは「ごみ」として見る思考の枠組みを転換
し、「地」と「図」を反転する視点である。この場合、資本主義の拡大による記号化や均質化からの
自由への欲求が「身体感覚としての余白」としてあらわれていると考えられる。彼らは、個々に点在
している「機会としての余白」同士をつなげ、笑いやあそび、または詩的な光景として「活動の余
白」を創りだし、鑑賞者はそれらを探索、鑑賞するために、都市を普段と異なる目的で歩くことにな
り、都市の「漂流」を体験することになる。
　また、近年では、フラッシュモブという、主にソーシャルネットワークサービス（SNS）等のイン
ターネット空間上で時間と場所を指定・共有し、不特定多数の人、あるいはあるチームがゲリラ的に
パフォーマンスを繰り広げるものがある。このような活動では、物体としての「機会としての余白」
を利用するバラック小屋や、「路上観察学会」に対して、より時間的な依存度が高い。 レーザーポイ
ンターとプロジェクターを用いて、高層ビルなどにその場限りのグラフィティを描く、The Graffiti 
Research Lab《L.A.S.E.R Tag》（2007）も、プロジェクターが投影できる空間や時間帯の「機
会」をみつけている点、パフォーマンスの残らない、光によるグラフィティであり、その場限りのも
のであることから、時間への依存度の高い活動であると考えられる。このような時間に依存度の高い
活動は、YouTubeなどのインターネット空間の動画投稿サイトにアーカイブ動画を投稿することで、
パフォーマンスの時間や場以外に情報が伝搬することを狙ったものが多い。

1.2.2　余白としてのインターネットから、ポスト・インターネットまで

　一方、冷戦の終結とARPANETからはじまり、 TCP/IPプロトコルの登場以後、急速に広がりを見
せたインターネット空間は、現実空間のオルタナティブ、資本の力が行き届かない、自由な活動が可
能な場というイメージをまとい、1990年代から2000年代にかけて、現実空間では実現の難しいさま
ざまなプロジェクトや実験が行われた。村井純（1955-）は、90年台当時、インターネット空間の
環境を、「デジタル・テクノロジーと人間の関係を考えるためのプロトタイプ」、「デジタル・テク
ノロジーが人間のいろいろな知的活動を支えるようになった現代に、デジタル・テクノロジーの上
で、人間や世界がどのように変わっていくかということを考えるための体験の場 」 と形容している 
21。1996年より開始された、「世界を感じる回路としてのインターネットの可能性を広げよう」とい
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19 赤瀬川原平『超芸術トマソン』（筑摩書房、1987）  p29

20 赤瀬川原平『超芸術トマソン』（筑摩書房、1987）  p26

21 村井純『インターネット』 （岩波書店、1995）p4



うテーマを掲げた、竹村真一（1959-）らの《sensorium》22などは、その例といえるだろう。ま
た、ミッチ・ウォルツ（Mitzi Waltz, 生年不詳-）はインターネット空間の可能性として、ネットの
出現による新たな公共圏の登場を挙げている23。レナ・タンジェンス（Rena Tangens, 生年不詳-）
《BIOIC BBC》（1989）は、共同作業を育てることを目指し、専門家と個人との間の既存の権力関
係を単純に模倣せず、主に女性のネット上での権利やコミュニケーション方法を変えるために制作さ
れた掲示板である。このような実験的な活動が行われたことから見ても、当時のインターネット空間
は、都市に対して、自分の感性や思考が、消費や記号に回収されない自由な実験の場として機能して
いたと言える。《BIOIC BBC》などは、現実空間ではマスメディアによって覆い隠され、発信できな
かった価値観を表現した例であるといえる。このような活動は、インターネット空間を「機会として
の余白」ととらえ、「活動としての余白」を生み出したと言えよう。
　しかし技術的な進歩と資本の力の浸透により、インターネット空間全体が現実空間に対して「機会
としての余白」であった時期はそう長くは続かない。「ソフトウェアの商売人たち」が、ソフトウェ
アの共有を認めず、ユーザーを分断・支配することによって、クリエイティビティが制限される「ソ
フトウェア特許」に反対し、社会全体の発展を生み出そうという思想のもと、 自身の考案した
「GNUライセンス」によって、 資本による制度を徹底的に排除したリチャード・ストールマン
（Richard Matthew Stallman, 1953-）は、資本の生み出すインターネット空間への弊害に触れ、
その変化にいち早く反応した一人だ。「GNUプロジェクト」は、この時期の、自由な活動が可能な場
としてのインターネット空間の性質を確保しようとする運動である。ストールマンがインターネット
空間の「自由」さの危機に気づき、「機会としての余白」であると認識したことによって、その自由
さを担保するためのシステム「フリー・ソフトウェア運動（「フリー」とは、無料ではなく、自由の
意味）」 を生み出し、それが今なお生きつづけている。
　2000年代～2010年代にかけては、さまざまなサービス、システムが誕生し、インターネット空間
への資本の進出がすすみ、インフラと言える巨大なシステムが完成した時期にあたる。1994年に
Amazon、1998年にGoogleが登場、2004年に登場したFacebookは2011年には世界のSNSユー
ザー数が世界最大24となる。 マスメディアに対して、「双方向性」を持つメディアとしてのインター
ネットは有効ではあったが、巨大なサービスが登場したことによって、「実験する」「つくる」とい
うよりは「利用する」人が増え、90年代にあったような、自由な行為の可能な空間としてのインター
ネット空間の変容が、多くの人の認識するところとなる。この時期には、Amazonのなか見！検索プ
ログラムを利用して、本の一冊分のデータを抜き出すUBERMORGEN.COM feat. Paolo Ceriu, 
Alessiandro Luduovicio《Amazon Noir》(2006)[図6]、グーグルのアドセンスで得た金銭によっ
てグーグルの株を買うUBERMORGEN.COM feat. Alessandro LUDOVICO vs. Paolo 
CIRIO《GWEI - Google Will Eat Itself》 (2006), Facebookの登録者の「公開プロフィール」の
データを流用して、出会い系サイト「lovery-faces.com」をつくるAlessandro Ludovico and 
Paolo Cirio《Face to Facebook》(2011)のハッキング三部作（The Hacking Monopolism 
Trilogy）のプロジェクトなど、インターネット上の巨大なシステムに「介入」するような作品群が登
場する。
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22 このサイトには、過去2週間分の地震のア二メーションBreathing Earthや、遠くのネットが発する生きている音を聞くことができる
Net Sound、WWW上を移動する人のリアルタイムに視覚化したWebHopper、Net Soundを視覚化したNet Packet β、同時にサイトアク
セスしている他の人を見るWeeting Place、世界中の様々な音を聞くWorld Ear、宇宙を飛ぶ地球の音を聞くStar Place、102分で地球を
一周するNOAAをインターネット越しに追いかける「Be Ware01」などがある。

23 ミッチ・ウォルツ（神保哲生 訳）『オルタナティブ・メディア；変革のための市民メディア入門』（大月書店、2008）p176

24 wikipedia Facebook http://ja.wikipedia.org/wiki/Facebook
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　1990年代当時は村と村をつなぐチューブ（tube）のイメージで語られた25インターネットが、
「蜘蛛の巣（Web）」となり、 さらに2010年以降は、「雲（cloud）」に例えられ、 意識すること
もない、空気のような存在になりつつある。 このような事例を示す概念として、「ポスト・インター
ネット」という言葉がある。ルイス・ドーラス（Louis Doulas, 1989-）は「Within Post-
Internet: Part One」のテキスト26のなかで、「ポスト・インターネット」を説明するものとして、
ジーン・マクヒュー（Gene McHUGH, 生年不詳-）の言葉「インターネットはもはや目新しいもの
ではなく、平凡・陳腐なもの（less a novelty and more a banality）になった」とする。ここに
は、インターネットはすべての人に影響しており、オンライン／オフラインの区別は無効であるとい
う意識があり、現実空間と切り分け可能な、オルタナティブな実験的空間としてのインターネット空
間の終焉を意味している。ポスト・インターネット的な作品は、 前述のハッキング三部作のように、 
攻撃対象がはっきりしているものとは異なり、 システム側を「悪」の領域として切り分けることをせ
ず、利用するシステムの特性自体を利用した遊戯的な側面の強い活動といえる。 Amazonのページ
に、The Pirate Bay27のデータベースから同じ商品を検索しダウンロードリンクを表示させ、 
Amazonをトレントファイルのダウンロードのためのインターフェースとして利用可能にするアド・
オン、トビアス・レイングルバー（Tobias Leingruber, 生年不詳-）の《Pirates of the Amazon 
Browser Add-on》(2008) は、本人が「レディメイドな、現代のインターネットユーザー文化の社
会彫刻(It is a ready-made and social sculpture of contemporary internet user culture.)」28というよう
に、既にあるシステム同士を「機会としての余白」として見出し、それらを結びつける道を作ること
で、ひとつの「活動の余白」を生み出している[図7]。

図6　UBERMORGEN.COM feat. Paolo Ceriu, Alessiandro Luduovicio《Amazon Noir》
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25 アンドリュー・ブルーム（金子 浩 訳）『インターネットを探して』（早川書房、2013）p.13

26 Louis Doulas(2011;revised 2014)「Within Post-Internet: Part One」p.2

27 パイレート・ベイ(The Pirate Bay)は、スウェーデンのBitTorrentの検索サイトである。2003年に開設された。 

28 Pirates Of The Amazon Add-On,2008 http://tobi-x.com/pirates-of-the-amazon-browser-add-on.html
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　2007年よりRGBの数値を１ずつ変えてFlickrに自動投稿し続けるyoupy（生年不詳-）などは、作
品とも言えない「悪ふざけ」や、「あそび」と見られる行為をいくつも行っているが、これらの「悪
ふざけ」によって、Flickrにはこういうものを投稿するべきだ、というイメージを持っていることや、
Twitterで投稿される位置情報は操作可能なことなど、日常生活で無意識化している「枠」が意識化さ
れるのである。「枠」を自覚することによって、人は自由な行動を可能にする。ここでは、「遊び」
を行うことの出来る「技術力」「思考力」「センス」等の基礎体力が「身体感覚としての余白」と言
うことが出来るだろう。

図7　Pirates of the Amazon Browser Add-on 

図8 youpyのFlickr。RGBの数値を1ずつ変えて投稿されている。

13



1.3　考察

　本章では、「機会としての余白」、「身体感覚としての余白」、「活動としての余白」の3つの「余
白」の定義を行った。次に、都市とインターネット空間が、ともに、資材等が足りず、自ら必要な物
を創りださざるを得ない状況から、消費空間化によって飽和するといった経過をたどり、さらにお互
いの境界線がなくなり、ポスト・インターネットと呼ばれる状況になるまでを見てきた。その変遷の
中において「活動としての余白」は、それぞれの状況による「枠」から外れてしまった人々の必要性
から生まれたものだと言えるだろう。たとえば、バラック小屋や《つなぐもの》が生まれた背景と、
初期のインターネットにおいて発揮された「身体感覚としての余白」は、財力や資材を持たざる人々
による、DIY精神と言えるような、「なければ自分で作ってしまおう」という気概から生まれた。次
に現れた「路上観察学会」の取り組みや、ストールマンの活動では、消費社会や資本による巨大なシ
ステムに対する抵抗のための欲求があり、その危機感を持つことによって、無意識に「くず」や「無
用のもの」と捉えられていたもの、あるいは「自由さ」が、「機会としての余白」に変わる過程が
あった。このように、既存のシステムの「枠」から外れ、不利益や危機感を持つことによって「身体
感覚としての余白」が顕在化されると考えられる。
　また、現代の都市の活動における「機会としての余白」は、時間に依存する傾向があり、また告知
やアーカイブ、記録を広めることも「活動としての余白」として組み込んだ、インターネットの利用
を前提にしている活動も多い。さらに、《Pirates of the Amazon Browser Add-on》は、ブラウ
ザに搭載する付属機能アド・オンであり、youpyのFlickrに関しては、投稿を自動化しているのみ
で、 システムに機能を付け足しているわけではない。それが異常に見えるのは、投稿内容とその数に
よるものである。以上のように、 インターネット空間における活動は、次第に、個々のシステムをつ
なげる道を作ったり、一見ただ利用しているだけに見える操作のみでも成立するようになってきてい
る。これらは、既にインターネット上に様々なシステムが存在しているというポスト・インターネッ
ト的な状況を反映しているものと考えられる。
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2. 「余白」のつくりかたー「機会」の使用法

　本節では、歴史学者ミシェル・ド・セルトー（Michel de Certeau, 1925-1986）の「戦術」の
概念を紹介し、「戦術」と言えるであろう二つの操作を紹介する。ひとつは、同じくセルトーの「消
費」すること自体が、「生産」であり、「製作（ファブリケーション）」であるという説、そしても
うひとつは、シチュエーショニスト・インターナショナルの「日常生活の革命」である。このふたつ
の方法から、「活動としての余白」を見ていくことにする。

2.1　「消費」と形容される「製作（ファブリケーション）」ーものの「使用法」
　
　まず、セルトーの「戦術」と「戦略」について述べる。まず、「戦略」は、「ある意志と権力の主
体（起業、軍隊、都市、学術制度など）が、周囲から独立してはじめて可能になる力関係の計算（ま
たは操作）」であり、「自分のもの〔固有のもの〕として境界線をひくことができ、標的とか脅威と
かいった外部（客や競争相手、敵、都市周辺の田舎、研究の目標や対象、等々）との関係を管理する
ための基地にできるような、ある一定の場所を前提とした、「近代的」な身ぶりとした 29。つまり、
鳥瞰的な視点でつくられた、地図に線を引くことの可能な状況である。
　それに対して、「戦術」とは、「自分のもの〔固有のもの〕を持たないことを特徴とする、計算さ
れた行動」であり、ここからが外部と定義できるような領域を持たない、「他者の場所」、つまり、
他から押しつけられた土地のうえで行われるものであり、計画をたてることもできず、敵の全貌をつ
かむこともできない状況のなかで、「機をとらえるセンス」によって、意表をついてある秩序の中に
もぐりこんで行われるものである30。この「戦術」は、「弱者の技」であり、セルトーは、アリスト
テレスが引用したコラクスのことばを引いて、「もっとも弱いものを最強のものに転ずる」方法と定
義しており31、 「戦略」の持つ、地図の鳥瞰的な見方に対して、歩行者の視点のような、当事者的な
視点があてはまる。 
　前章まで、様々な権力や権威の影響下から逃れられず、その網の目の隙間に「機会としての余白」
を見出し、「活動の余白」をつくりあげる様を見てきた。この状況下では、「戦略」的な方法で何か
ものごとを企てることは不可能であり、「戦術」的な方法によって「なんとかやっていく」他はな
い。そして、実際のところ、それはすでに「消費」というかたちをとって行われている、とセルトー
は言う。セルトーは、消費者と形容される、テレビの視聴者やスーパーマーケットを使う人々、都市
を歩く人々など、「生産」システムのなかにいて「自己表現から閉めだされてしまっている」ように
見える人々も、それに対抗する、まったく別のタイプの「もうひとつの生産」として「消費」と形容
される「生産」を行っているとした。さらに、その生産は、表示する場が残されていないため、固有
の生産物で自分をあらわすことはめったになく、さまざまな製品をどう使いこなすかによってあらわ
されると述べた 32。セルトーはこの例として、都市を歩くそれぞれの歩行者が、実は最短距離を選ん
でいるわけではなく、「気分」や、「お気に入りの道（道の名前や、歩行者自身の記憶による）」に
よって道筋を決めており、それが都市の設計者（権力の主体）の意図とまったくずれていること等を
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29 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）  　p100

30 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）  　p103

31 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）  　p101-104

32 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）  　p93



あげている。この歩き方の例を見てわかるように、「戦術」は、意図的に使用するものばかりではな
く、無意識のうちに行っている場合もある。西尾美也（1982-）らが行う「ことば」から、オーダー
メイドの衣服を作り出す《FORM ON WORDS》（2011-）のワークショップ、《ファッションの時
間［丸亀］：普段着》(2014）[図9-10]では、服を交換したり、他人になりきって服の物語を演じる
など、他者のからだで自分の衣服について見つめなおす機会を与えながら、エピソードとともに回収
した衣服を、新たな普段着に仕立て直す。その過程の中で、参加者が、着用しているうちに開いた
「穴」をふさぐのではなく、むしろ強調したデザインに仕立て直すなど、本人も「劣化」と捉えてい
た「洋服の使用（消費）」を「生産」として捉え直させる活動の例といえるだろう。

　このように、消費されているだけと見えるものも、この「戦術」的な見方という「身体感覚として
の余白」を獲得することで、一つの生産、「アノニマスな営為」として見ることが出来る。そして、
消費者たちがつくっている「生産」を見出し、「機会としての余白」として転化することが可能にな
る。

2.2　漂流・介入・転用　シチュエーショニスト・インターナショナル

　「スペクタクルの社会」とはギー・ドゥボール（Guy Debord, 1931-1994）率いる、1957年か
ら72年の間に活動した前衛芸術集団シチュエーショニスト・インターナショナル（略称SI）の提唱し
た概念である。「スペクタクルの社会」とは、「歴史上類を見ぬ大量消費社会の到来によりすべて
が、「商品」に支配され、マスメディアの急速な発達は、人々の生も死も、社会関係そのものまでを
もメディアが描く「見世物的な（スペクタキュレール）」イメージのなかでしか存在を許さなく」33

なった社会のことである。ドゥボールはこれを批判し、「日常生活の変革」が必要であるとした。

図9・10 穴をアクセントにし、加えて自分の身体をはかる定規のメモリを付け加えた。
©FORM ON WORDS
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33 ギー・ドゥボール（木村誠 訳）『スペクタクルの社会』（筑摩書房、2003）p201



　その「日常生活の変革」の具体的な方法として、シチュエーショニストは、①デリーヴ
（derive）、②介入（intervention）、③デトゥルヌマン（detournement）34 の3つを挙げている。松
井みどり（生年不詳−）は、ドゥボールの文章35を引きながら、それぞれを以下のように説明してい
る。

　デリーヴとは、機能的な目的にとらわれない都市の散策であり、それは、「一人か二人の人
が一定の期間、ふだん行動するときの動機を忘れ、その場の牽引力やそこで起こる出会いや発
見に身をまかせ」、都市の心的地理（psychogeographical）の要素ー「気」の集中、流れ、
ゆるみ（中略）ーに気を配」る行為と定義される。そして、①今日の都市の多層性を観察す
る、②「急いで環境を変えることで、慣れ親しんだものから唐突に感情を引き離す行為」を通
して「遊戯的創造」を、友情や愛などの人間関係にも適用し、「シチュエーショニスト的都市
の仮設をつくる」という、二つの目的を持っていた。介入は、公的な場所や活動における常識
的な行動や思考を停止させ、その流れを変えていく行為だ。「デトゥルヌマン」は、しばしば
「キッチュ」とみなされる凡庸な事物の遊戯的変形を指す 36。

　この「日常生活の変革」の方法論が使用されている例としては、ドゥボールが制作したパリの街の
心理的地理学観察のための地図である《裸の都市》(1957)や、アメコミやフレンチコミックの人物た
ちに革命理論を語らせるSI的「漫画」などがあり、その影響を受けた作品としては、ゴードン・マッ
タ＝クラーク《本当の財産、偽の不動産》の詩的な介入、また、高層ビルなどに光によるグラフィ
ティを描く、《L.A.S.E.R Tag》など多岐にわたる。
　この３つの手法は、「機会としての余白」を物体やパフォーマンスといった作品に昇華させること
で、鑑賞者・活動の実行者自身に「意識の変容」・「違和感」を起こさせ、思考の「枠」のあそびが
生まれるなどといった「身体感覚としての余白」を増幅させる、意図的な「戦術」だと考えることが
出来る。

2.3　使える芸術　シチュエーショニスト・インターナショナル

　松井は、今日でもシチュエーショニスト・インターナショナルの理念や方法が応用され実践され続
けるのは、「①グローバル化の始まりにおいて、それがもたらす人間性の危機に対する抵抗の方法の
真摯な模索であったこと、②芸術の目的を、美的オブジェの制作ではなく、現代生活の問題に立ち向
かい、生の充実を促す方法の構築であるとしたこと、そして③その方法の素材を日常生活に求めたこ
と」によって、「芸術を困難な時代を生き抜くための糧として『使う』ことができる」からだと述べ
る 37。
　目的、および素材が②や③の要素を持つ作品は、アート的な評価を受けながらも、作者（作家）以
外の人々が参加する「活動」や「システム」、「道具」といった形式のものが多く、美術作品とは全
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34 松井みどり「シチュエーショニスト・インターナショナルとその遺産：1960年代からChim↑Pomまで」『美術手帖』2012年3月号　p87

35 Guy Debord,”Report on the Construction of situations and on the Terms of Organization and Action of the International Situationist 
and the Situationist Tendency,”  rpt. in Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents, ed. Tom 
McDonough(Cambridge,Mass.And London:MIT Press,2002)

36 松井みどり「シチュエーショニスト・インターナショナルとその遺産：1960年代からChim↑Pomまで」『美術手帖』2012年3月号　p87

37 松井みどり「シチュエーショニスト・インターナショナルとその遺産：1960年代からChim↑Pomまで」『美術手帖』2012年3月号　p91



く別の角度からそれらを「使う」ことが可能である。また、「使える芸術」は、他人が参加すること
で、作品の多様性や効果が高まる。たとえば、先に述べた《本当の財産、偽の不動産》と「路上観察
学会」、「トマソン観測センター」では、都市の「無用なもの」を利用した作品であるが、前者で
は、鑑賞者はそれを地図のようにして、都市を「デリーヴ」することが可能になる。後者のふたつの
例においては、それに加えて、「学会」「センター」という複数の人たちが所属する「活動」をイ
メージさせる名前をつけ、「報告会」などで一般の参加者が「物件」を報告することでデータが増え
てゆく、ゲーム・遊戯的な側面を持つ活動であり、継続性を持っている。筆者は、トマソン観測セン
ターや路上観察学会の一番の効用は、記録集や展覧会で、「物件」を鑑賞することではなく、「物
件」を発見し、報告するという、全く異なる目的で都市をさまよう体験によって、生産性・効率性と
は全くちがう思考・身体の使い方をすることであると考える。また、《L.A.S.E.R Tag》のテクノロ
ジーはオープンソースになっており、その技術を使いたい人が誰でも使えるようにすることで、新た
なテクノロジーを推し進め、それによって都市での多様なコミュニケーションを生む 38。筆者の参加
する「余白ネットワーク」で行われる、目的地を持たず、身体感覚や記憶、思い出などをきっかけに
街を歩く《余白散歩》や、「人生ゲーム」におけるライフプランのモデルケースを作り替えるあそび
《余白人生ゲームをつくる》などは、実践や稽古として、デリーヴやデトゥルヌマンといった「身体
感覚としての余白」を鍛えようとするものであり、この流れを汲むプロジェクトだということができ
る。
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38 メリー・テイラー「都市コミュニケーションとは何か？」『今日のハッキング』　p32　編集：榊原充大・須川咲子 2011



3　本の身体性／Amazonにおかれる本

　一章では、都市とインターネットの境界線が薄れていると述べた。様々なコンテンツが、インター
ネットにて共有が可能なデータ形式に移行し、書籍もその流れの例外ではない。 Amazonをはじめと
するオンライン書店の登場によって、書店数は減り続けている。 この危機感からか、福島聡『紙の本
は、滅びない』（ポプラ社、2014)等、紙の本の利点を訴えるものや、内沼晋太郎『本の逆襲』(朝日
出版社、2013)など、紙の束を超えた広い範囲で「本」を捉える書籍が出版され、本をとりまく状況
や定義が議論の対象になっている。本章では、データ化に際しての摩擦の要因「本の身体性」と、本
を読むという「戦術」の、その知覚の痕跡である「書き込み」の変遷について考察する。

3.1　写本からAmazonの登場による本の身体性の変化

　今福龍太（1955-）は、馴染みの深い大量印刷・大量生産によって可能になる「印刷本」以前に
は、写本や写書の時代があり、「印刷本が依拠する複製技術概念にあてはまらない」ゆらぎ・揺れを
孕んだ書物の形態があったと述べている。そこでは、「写本や写書という過程が孕む、口伝えの物語
や音を聴く耳から文字を書く手への連絡、あるいは文字を書く手への連絡、あるいは文字を書く手と
それを写す別の手のつながりが必然的に抱える「揺れ」や「ずれ」こそが、印刷本以前の書物の本質
的な特徴だった」とし、原稿の文字の上から線を引いて訂正する「見せ消チ」39や、J.S.バッハ
（Johann Sebastian Bach, 1685-1750）が自ら作曲した楽譜を絶えず改定していたことを例にあ
げながら、口と目、オーラリティとリテラシーの強く結びついた書物のイメージを述べている 40[図
11・12]。

図11『奥の細道』自筆草稿に見られる見せ消チ　    　図12 　バッハの『フランス組曲第三番ロ短調ジーグ』自筆譜
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39 「「見せ消チ」とは、読んで字の如く、訂正前の文字を完全に隠さずに見せながら消す、という意味です。活版印刷技術の普及する
前から、写本として書き写した原稿に誤りがあるときや、著者みずからが遂行したりする場合に、この「見せ消チ」がしばしば使われ
ました。」（今福龍太(2009)『身体としての書物』 東京外国語大学出版会 p182）

40 今福龍太 『身体としての書物』（東京外国語大学出版会、2009）p158



　「印刷本」の時代にはウィリアム・モリス（William Morris, 1834-1896）が先駆者として、ペー
ジネーションという行程を本づくりの思想として考えた。今福によれば、「ウィリアム・モリスの法
則」とはページネーションにデザイン的な美学の存在を意識したはじめての考え方であり、かつ、美
学的なものというだけではない。今福はこう述べている。

われわれは本を読むとき、ふつう「天」の部分にゆびをかけず、「地」や「小口」に指をかけ
ます。あるいは本を書見台に載せる場合、本文が見えなくならないよう「地」の部分には充分
なスペースが必要になります。だから「地アキ」は実用的な空白でもあるのです。このように
して読書する身体特性から割り出された実用性を取り込んだうえで、なおモリスは見開きペー
ジの審美的な完成度を追求しようとしました41。

　このことから、ページの形や、表紙の厚さ、レイアウトと言った、本の身体性は、本を持つことや
ページをめくる動作を支えるサーフェイスのレイアウトということが出来るだろう。

　本を読むことを支えていた本の身体は、再度、Amazonと電子書籍の登場によって、変化を遂げよ
うとしている。クレイグ・モド（Craig Mod, 生年不詳-）は、電子本との接し方が、紙の本との接し
方とは別のものになってしまったため、紙の本での「表紙」の役割は、電子書籍に移行の際に「死ん
だ」と述べ、その根拠として、「表紙」は紙の本では「ページの束」を守る役割を果たしていたが、 
Kindleではアイテムリストから本を選ぶ際に「表紙」ではなく「最初の章の最初のページ」が表示さ
れること、また、Amazonでは、表紙は検索結果のページに小さく表示されているのみであることを
挙げる。そして、Amazonというコンテキストに接続した、本の表紙の美学とは、「アイコン的・文
字が大きい・目立つ」ことであるとする42。このように、本の置かれる環境や、テクストが流し込ま
れる「サーフェイスのレイアウト」の変化によって、それらが支える行為も変化するのである。

図13　ウィリアム・モリスの法則に基づいた版面
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41 今福龍太 『身体としての書物』（東京外国語大学出版会、2009）p165

42 クレイグ・モド ぼくらの時代の本 第2回 表紙をハックせよ ――すべては表紙でできている（前編）
http://dotplace.jp/archives/11791）

http://dotplace.jp/archives/11791
http://dotplace.jp/archives/11791


3.2　本を読むこと　

　セルトーは、本を読むことを、「押しつけられたシステム（都市とかスーパーマーケットのように
構築された秩序と同種のテクストのシステム）のなかを遍歴すること」だと述べ、このような読者の
行う操作を「『読む者』に固有の生産」としている43。 自分が執筆、作成した本でない限り、読者は
「他者の土地」にいるのであり、読書とは他者の場所での密漁であり、「読者はテクストの断片を組
み合わせ、意味作用のはてしない複数性を可能にする断片特有の力によって編成される空間のなか
に、気づかれーざるものを創造する。」44

　　また、前節でとりあげた今福の「写本」の描写では、「印刷本」になる際に失われてしまった口
と目の繋がりによって生まれた「ゆらぎ」を豊かさとしてとらえ、ひとつの本質として重要視した
が、セルトーは、「黙読」は読者が「テクストを内面化」し、「自分の声を他者の身体に」すること
から逃れる術であり、目と口が切り離され、「目の動き」になっていることを「 読者からすれば、そ
れはわが身のための人身保護（habeas corpus）」であると、ポジティブに捉えている 45。 さら
に、印刷本の身体性によって支えられていた本を読む際の「ページをめくる」動作が電子書籍では
「タッチ」と「スクロール」に置き換わっているように、「目の動き」であった読書をする身体の動
きも、再び変化しつつあると考えられる。

3.3　本への書き込み

　佐々木正人（1952-）は、 落書きやなぐり書きといったことをなぜ人がするのかについて、
ジェームス・ギブソン（James Jerome Gibson 1904-1979）が「ディスプレイ（表示）」と呼ぶ
概念を引きながら、「手の動きの痕跡」の意味について、以下のように述べている。

　ギブソンに言わせると、それは知覚の練習なんです。つまり、おそらくいつも視覚世界の一
部を占めていて多彩に拡大し縮小し、最も微妙に動き続けている手の変形の情報をそこに痕跡
として味わっていて、消えてしまう視覚情報をなごりとして楽しむものがディスプレイだとい
うんですね。そのようにすることで視覚情報について熟知する、だから知覚の練習であると。
この知覚の練習、ディスプレイの延長線上に「リプレゼンテーション（表象）」の登場があっ
たんだろうと言っています 46。

　また、今福は「見せ消チ」について、書き手の思考の流れや、テクストの変遷や展開の追跡可能性
（トレーサビリティ）を残す意味があり、それは書き手だけではなく読み手にとってのトレーサビリ
ティにもなると述べる47。　
　筆者は、 本の書き込みを見るとき、人が楽しみを見出す一つの要因は、 見せ消チを見て書き手の
思考の流れを読み取ることと同様に、人が読書をした後の書き込みにも「トレーサビリティ」が残さ
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43 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）   p331

44 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）   p331

45 ミシェル・ド・セルトー（山田 登世子訳）『日常的実践のポイエティーク』（国文社、1987）   p344

46 佐々木正人『レイアウトの法則；アートとアフォーダンス』（春秋社、2003）　p158

47 今福龍太 『身体としての書物』（東京外国語大学出版会、2009）p184



れており、読者の「知覚の練習」の変遷や展開の追跡を行い、その予想をたてる自由があるというこ
とではないかと考えている。
　前節まで、本の身体や読み方の変化を見てきたが、読んだあとの「手の痕跡」である「書き込み」
もまた、本が置かれる状況によって変化をしている。新古書店 48 が進出した際の本をめぐる世界観の
変化について、古本の書き込みや質感の変化からストーリーを妄想し、古書の楽しみ方の幅を広げる
活動「痕跡本」を行っている古沢和宏（1979-）は、以下のように述べる。

正体不明の書き込みや、本音が見えるような魅力的な痕跡は、最近の新しめの本からは、あま
り見つけることができません。一番顕著なのは、昭和初期の本まではよく見かける、購入日や
購入店舗、そして読了日や名前など、読書記録的な書き込みすら、最近の本ではまったくと
言っていいほど見かけなくなったことです49。

　この理由として、古沢は「某新古書店」（BOOKOFFのようなチェーン展開の古書店を指す）の登
場により、本の流通に関する世界観が変わったためではないかと予想している。「某新古書店が生ま
れる前まで、古本屋での売り買いとは、一部の本の好きな人が利用する」ものであり、「もっと大多
数の人たちにとって、本はあくまで他の日用品と同じ」で、「本を売る」ということはそこまで一般
的な価値観ではなく、「捨てるのも大切の保管するのも、『自分の所有物』としての感覚から行われ
ていた」という。そして、1991年にBOOKOFFが誕生し、テレビCMなどで「本を売るなら」という
キャッチコピーとともに、読み終わった本を売り、本が循環していく世界観を「お茶の間レベルに浸
透」させたのではないかと述べている50。筆者も、この「本が循環する」世界観によって、書き込み
が減少したという説に同意する。
　

3.4　電子書籍における「書き込み」

　電子書籍にも、「書き込み」や、「付箋」に準ずる機能が搭載されている。電子書籍のプラット
フォームには「楽天Kobo」、「iBooks」などいくつかあるが、ここではAmazonが製造・販売する
電子書籍端末・ソフトウェア、「Kindle」を例としてとりあげる。Kindleは、書籍、端末ともに、
Amazonの「Kindleストア」にて購入することが出来る。また、無料でアプリを利用することがで
き、iPadやアンドロイドなど別の端末でも読書が可能である。
　読者がKindleを読書中に行える「書き込み」に準ずる操作は、現在のところ「ハイライト」「メ
モ」「しおり」とよばれる３つのものである。まず、「ハイライト」は、「線引」に当たる行為で、
線を引きたい場所を選択し、ポップアップするメニューから「ハイライト」を選択することで、選択
した範囲のテキストの背景の色が変わる。同様に、文書を選択したあとのポップアップメニューから
「メモ」を選択した場合は、その箇所にテキストを追加することが出来る。また、「しおり」は、画
面の右上をタッチすることで、現在のページの「位置No（ページに相当する）」を管理しておくこと
が出来る。以上の機能には、それぞれ、インターネット空間を利用した機能が付加されている。「メ
モ」や「ハイライト」、「しおり」は、連携している端末やAmazonで同期をとることが可能で、自
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48 従来の古本屋とは異なる、新しい業態の古書店。買い取った本は、汚れを取り除いて新品同様に陳列。本の買い取り価格は、古書相
場による価値判断を排除し、定価の1割を基準に、汚れ具合とその本の店頭在庫量に応じて判断（コトバンク「新古書店」知恵蔵2014
よりhttps://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%8F%A4%E6%9B%B8%E5%BA%97-183021 ）

49 古沢和宏『痕跡本のすすめ』　（太田出版、2012）p132

50 古沢和宏『痕跡本のすすめ』　（太田出版、2012）p132

https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%8F%A4%E6%9B%B8%E5%BA%97-183021
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E5%8F%A4%E6%9B%B8%E5%BA%97-183021


分がハイライトをした箇所や、メモの内容、読み進めた位置をどの端末でも確認できる。また、ハイ
ライトやメモは、公開、非公開の設定ができ、公開にした場合は、Amazonキンドルストアの、該当
の本のページに表示される[図14]。その中でも、電子書籍における「書き込み」の性質を最も顕著に
表わすものは、「ポピュラーハイライト」であろう[図15]。この機能は、ある本の同じ場所に複数人
が「ハイライト」した場合「◯人がハイライト」といった具合で、本に表示されるというものであ
る。この機能を使うことで、他人が重要と感じる箇所を知ることが出来る。また、多くの人が重要と
思った箇所は、すなわち要点に読み替えられるという理由から、速読などに役立つとされている。こ
の「ポピュラーハイライト」は、インターネットの特性を活かした集合知のような機能であるが、
「知覚の練習」や「見せ消チ」のような、線の引き方などの手の痕跡や、バリエーション、解釈によ
るゆらぎとしての 線引はここにはなく、均質化された「実用」として回収されてしまっている。

図14　amazon kindleの画面。左にシェア設定のメモ・ハイライト、右にポピュラーハイライトが表示。
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図15　kindle paperwhiteにて表示される、ハイライトとポピュラーハイライト。



3.5　Amazonの空間

　さて、表紙をはじめ、本の身体性の変化の一因であるAmazonという場所は、一体どのような空間
なのだろうか。ここでは、Amazonが現在まで規模を広げることが可能になった「ロングテール」と
いう考え方を紹介する。またローレンス・レッシグ（Lawrence Lessig, 1961-）の「コードが法」
51との考え方に基づき、Amazonが本に対して、どのような考えを持って設計されているのか、
Amazonに本を出品する際の選択肢や制限を見ることによって、考察していきたい。

3.5.1 ロングテール

　クリス・アンダーソン（Chris Anderson, 1961-）『ロングテール：「売れない商品」を宝の山
に変える新戦略』52によれば、Amazonは「売れ筋」だけではなく、Amazonが在庫を管理せずにす
む、出店者たちによる出品により、「ニッチ商品の集積」が実現し、ヒット商品以外の品揃えが可能
になり、安定して売れ続ける仕組みを確立しているという。この仕組みによって、「近くの本屋には
なくても、Amazonにはあるだろう」、というイメージがつき、古沢の言う、「もっと大多数の人た
ち」にとっての「本屋」としての立場を確立した53。

3.5.2 マーケットプレイスのアーキテクチャ

　「ロングテール」を実現するために必要不可欠な、「出品者」のためのアーキテクチャを見てみた
い。マーケットプレイスに並ぶ商品には、状態を記載する際に重要な要素として、「コンディショ
ン」というものがある。「コンディション」項目には、選択肢と、テキストの記入欄があり、5つの
選択肢「新品」「ほぼ新品」「非常に良い」「良い」「可」のなかから状態から近いものを選択し、
さらに、その詳細をテキストで記入する必要がある。Amazonの「本のコンディションガイドライ
ン」54 を見てみると、5つの選択肢の定義の詳細が記されている。「新品」、「ほぼ新品」以外の説
明は以下のとおり。

•非常に良い：使用されているが、非常にきれいな状態の商品。ページも完全な状態で、書き込みや線
引きがない商品。背表紙にも傷がない商品。
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51 ローレンス・レッシグ（山形 浩生 訳）『CODE2.0』　（翔泳社、2007）  p7

52 クリス・アンダーソン( 篠森 ゆりこ 訳)『ロングテール：「売れない商品」を宝の山に変える新戦略』早川書房、2014）

53 古書店「メガネヤ」を経営する市川ヨウヘイ氏に話を聞いたところ、古書好き、または古書店を経営している人たちは、 Amazonに
出品することはあまりなく、古書店の経営者であれば、 同業者どうしの「古物市」や、全国古書籍商組合連合会の運営する検索サイ
ト「日本の古本屋」（http://www.kosho.or.jp）などを利用して仕入れや売買を行うことが多いという。

54 Amazonマーケットプレイス　コンディション・ガイドライン http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?
nodeId=1085248

http://www.kosho.or.jp/
http://www.kosho.or.jp/
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248
http://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=1085248


•良い：使用されていても、きれいな状態の商品。ページやカバーは完全な状態で（カバーがついてい
る場合はカバーも含む）、背表紙に多少の傷が見られる商品。半分以下のページに書き込みや線引き
がある商品。蔵書印が付いている商品。
•可：文章が問題なく読める状態の商品。ページやカバーに傷などがなく（カバーがない場合も可）、
ページにはペンやマーカーでかなりの書き込みや線引きなどがあっても、その書き込みや線引きに
よってテキストが読めないほどではない商品。付属品が紛失している商品。（付属品とは、従来の商
品から付属しているもの。特典とは異なり、付属品の有無でISBNを付与することはありません。例：
CD付き書籍等。注意：付属品のみの販売はできません。）製本状態にない商品もしくは製本されて
いない商品については、ページ数が不足していなく、文章が問題なく読める状態の商品。ページには
ペンやマーカーでかなりの書き込みや線引きなどがあっても、その書き込みや線引きによってテキス
トが読めないほどではない商品。

　Amazonでは、特定の商品詳細画面から、中古品を探そうと思った場合、「マーケットプレイス」
のリンクをクリックすることになる。すると、送料と合わせて最も価格の安い商品から、価格の昇順
に表示される。テキスト検索はできない。以上から分かるように、Amazonにおいて、ある作品の
「中古品」のヒエラルキーは、「新品」に比べて、劣化とされるものがどれだけ少ないかという考え
のもと設定されている。また、買う側は、価格と、「コンディション」のみで購入する本を選ぶこと
になる。古書好きや古書の専門家が利用するウェブサイト「日本の古本屋」55が、それぞれの本の説
明文まで検索可能になっており、「初版」や、「書き込み」等のキーワードで書籍が探せる設計に
なっていることと比較すると、その特徴が際立つ。

3.6 考察

　本章では、本の身体性が読書の際の行為を支える「サーフェイスのレイアウト」であるとの考え、
また本がつくられる過程やそれが循環する世界観によって、人が本に行う行為が変化する様子を見て
きた。まず、活版印刷技術が普及し、写本時代の「ゆらぎ」が、印刷本への移行で失われた。しか
し、その反面、本への書き込みが、個々の読者それぞれの「生産」、「密漁のあと」という「ファブ
リケーション」として、本に残されることになった。そして、新古書店の登場で書き込み自体が減少
し、電子書籍においては、そのデータとしての特性を活かした共有や集合知のような機能を果たすこ
とになった。電子書籍の場合は、テキストの背景色として直線に色がつくことが決まっているなど、
書物の「手の痕跡」としての性質は失われたと考えられる。このことから、現在の紙の本に残されて
いる「書き込み」等は、印刷本が固有に支えている行為であると考える。
　　また、Amazonの中古品に関しての表示形式は、価格とコンディションが密接に関連づいてい
る。筆者は、Amazonのアーキテクチャを利用することは、新古書店が登場し、本は売るものである
との考え方を浸透させた際のように、「新品との差異（書き込みなど）が価値を低くする」という本
に対する世界観をより強固にするものであると考える。
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55 日本の古本屋　http://www.kosho.or.jp

http://www.kosho.or.jp/
http://www.kosho.or.jp/


4. 《余白書店》

　ここからは、筆者が共同で制作した、《余白書店》の分析を行う。この活動は、「身体感覚として
の余白」によって、 本のシミ・書き込み・ヤケ・やぶれ・折れ・ ヤケ・角落ち・色うつりなどを
「ファブリケーション」として捉え直し、Amazonの空間を「機会としての余白」として使用した
「活動としての余白」である。

4.1 作品のねらいと概要

　《余白書店》は、「余白ネットワーク」の運営団体、「余白工事の会」56メンバーである筆者と、
石幡愛、小林橘花によってはじまった、インターネット上の古書店プロジェクトである。このプロ
ジェクトでは、通常は、本の価格をさげる「負荷価値」57であるはずの、本の「余白」に残されたさ
まざまなシミ・書き込み・ヤケ・やぶれ・折れ・ ヤケ・角落ち・色うつり…などの「手垢」を、本に
ついた個性や性格ととらえ、それらを「付加価値」として価値付けを行う。さらに、その「手垢」が
ついた「手垢本」を、Amazonのマーケットプレイスに出品し、一般の流通網に「手垢本」を流通さ
せ直すプロジェクトである。 手垢の量と価格が反比例していくAmazonの空間にて、手垢と価格の組
み合わせをむしろ逆転させることで、《余白書店》に出会った人々に違和感をもたせ、その思考にズ
レやあそびをつくる「身体感覚としての余白」を伝搬させることが、本作品の狙いである。

図16　《余白書店》Tumblr側
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56 「余白ネットワーク」の運営団体は、「秋葉原ネットワーク実行委員会」から、2013年より「余白工事の会」に改称。 基本のメン
バーは変わらない。

57 第19回 学生CGコンテストの評のなかで、四方幸子氏は、「手垢」のことを「負荷価値」と表現した。http://www.cgarts.or.jp/scg/
2013/prizes/nominate/entry/73.html

http://www.cgarts.or.jp/scg/2013/prizes/nominate/entry/73.html
http://www.cgarts.or.jp/scg/2013/prizes/nominate/entry/73.html
http://www.cgarts.or.jp/scg/2013/prizes/nominate/entry/73.html
http://www.cgarts.or.jp/scg/2013/prizes/nominate/entry/73.html


4.2 作品について

 《余白書店》は、小林の勤務先でもある、障害者福祉事業所「アルスノヴァ」にて、小林が目を離し
た隙に、持っていた本が施設の利用者によって、1ページごとにアルファベットを書かれ、ページの束
が背から取り外され、小林曰く、すっかり「消費」58されてしまったことが発端になる。小林はその
「すっかり消費されてしまった『さよなら、消費社会』59」の写真を撮り、SNSサイトFacebookに
アップロードした。それを見た筆者が、「マーケットプレイスに売ろう」とコメントをし、そのコメ
ントの応答のなかで「消費された本」に準じた本を集め、それらを良いものとして評価し、売る、と
いうアイディアが生まれた。その会話から数日後、「余白ネットワーク」のミーティングの際に、小
林と石幡、筆者が石幡の自宅に集まり、ブログサービスTumblrを開設、小林がFacebookにアップ
ロードしたものと同じ写真をTumblrに投稿し、Amazonの古書販売スペースである「マーケットプレ
イス」にて、どのように本が消費されたかのコメントを事細かに説明した「商品」を出品した。これ
が、最初の《余白書店》の出品である[図18-20]。

図17　《余白書店》Amazon出品一覧
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58 アルスノヴァには、「障がい」とされる、一般の感覚とは異なる利用者の独特なこだわりや行為を積極的に紹介する試みを行ってお
り、ブログに紹介記事を載せたり、展覧会を行ったりしている。小林の本を「消費」した利用者は、「本に毎日アルファベットを書い
ている」そうである。ブログには他にもシールをひたすら貼り続ける利用者のようすと、そのために、シールを募集する記事、あらゆ
るものにガムテープを貼り続ける「舞ちゃん」の作品やそのようすなど、さまざまな日常のようすが掲載されている。

59 カレ・ラースン（加藤あきら 訳）『さよなら、消費社会：カルチャー・ジャマーの挑戦』　（大月書店、2006）
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図19　小林の「消費された」本。各ページが色とりどりのアルファベットによって埋めつくされている。

図18　小林の「消費された」本。余白書店の第一号「商品」。

図20　余白書店のアイディアが生まれたFacebookのコメント欄での会話。



4.3 方法ープログラミングをもちいない「静かなハッキング」

　「余白工事の会」のメンバーで、プログラミングを専門とする者は一人もいない。そのため、《余
白書店》の行程もすべてがGUI上で行われた。本節では、その方法について解説する。

4.3.1 ガイドラインの作成

　本の引取については、Tumblrにガイドラインのページを設け、そのガイドラインに従うものとす
る。ガイドラインには、回収・査定の取り決めを書いた。詳細については、以下のようになってい
る。

• 　回収できる本について：書き込み、線、囲み、付箋、メモ、折れ等、読んだ痕跡があるもの。ヤ
ケ、染み、ふやけ、においなど、環境によって独特の変化を遂げたもの。その他、落丁、頁の開
き、切り抜き等のあるものとした。

• 　回収方法：二通りあり、ひとつは、メンバーへ手渡しする方法。もう一つは、着払いで余白ネッ
トワークメンバーの自宅に送る方法である。回収の際、回収したすべての本を査定、出品するわけ
ではないことを伝える60。

• 査定について：寄贈者本人の希望価格があれば応じる。なければ、余白書店を運営する「余白工事
の会」メンバーが査定を行う。販売価格は、通常、定価＋α(査定額)となる。本人希望価格につい
てもこれに準ずるものとする。

4.3.2  回収・査定・出品

　ガイドラインに沿って集まった古書は、当初は石幡の浜松での住居件シェアスペース、「ぐるっこ
のいえ浜松」に一同に集められていたが、現在はその場所がなくなったため、メンバーが分担して本
を保管している。それぞれが回収・保管を担当している本については、各々、詳細と「手垢」の記述
を行い、メンバーが共有するGoogleDriveのスプレッドシートにリストとして記入し、管理する。
シートの項目には、本の詳細、手垢のチェック項目、説明、定価、本の保管場所、出品や販売が完了
したものとしていないものの区別をつけるチェック欄などが設けられ、メンバーがそれを記入、共有
することで管理を行っている。
 　回収した本を査定する際には、定価＋αの値段をつけることが運営上のルールである。それは、最
終的に、Amazonという、古書好きだけの空間とは違った、一般の多くの人が訪れ、「手垢」が「負
荷価値」であることを強化するシステムに出品する際に、明らかな違和感を持たせるためである。価
格査定の明確な基準はなく、開始当初は、メンバーが2人以上集まった状態で、「手垢」の良さのポ
イントを話しあい、試行錯誤のうえ、定価の2割増、3割増などといったかたちで価格を設定した。高
評価だったのは、最初に出品した『さよなら、消費社会』[図18]のほか、「個性的な書き込みがあ
る」（読後の感想文が本に書かれている、要旨まとめとは全くちがう、読んでいる最中の感情が本全
体にわたって記録されている）、「個人情報が詳細にわたって記録されている」（分析済みの自己分
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60 これは、定価より価格を高く設定する、という《余白書店》のルール上、「手垢本」として高評価できないものは出品しない、とし
たことから付け加えられたものである。



析本）、「質感が新品ではだせないものになっている」（昭和初期の劣化した紙の肌触りや、紙魚に
たべられたあと）などがあった。商品は、マーケットプレイスの「コレクター商品」カテゴリに設定
し、状態は「非常に良い」または「良い」で設定した。「コレクター商品」のカテゴリに設定したの
は、3章で述べたAmazonのガイドラインにて、「手垢」のあるものに「非常に良い」もしくは「良
い」とつけることができない（出品することはできるが、後にチェックがあり、違反している商品
は、出品停止になる）ためである。61

　Tumblrの記事に写真をアップロードし、Amazonに記載したものと同様の説明文を記載する。
Tumblr側のそれぞれの記事のタイトルは、該当の本のマーケットプレイスのURL「コレクター商品」 
にリンクしており、ページから商品を購入できるようになっている。2013年9月に、約30冊の「商
品」が出品され、余白書店は「開店」した。

図21　Amazonでの見え方。一番下が余白書店。説明文とコンディションの関係が一件だけ他と異なる
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61 このほかに、他のサイトに誘導させるような文言も出品停止の対象になっている。そのため、「手垢本」のコンディション説明欄に
は、Tumblrのurlなどは掲載されていない。



4.4 フィールドワーク

　《余白書店》は、インターネットのまとめサイト掲載62や学生CGコンテストでの受賞63によって、
話題を呼び、いわゆる「古書店」と同様の扱いで、「一箱古本市」64等、Amazon外へと展開するこ
ととなった。しかし、Amazon上では違和感を持たせるために必要な要素だった「定価＋α」の価格
設定が、古書収集目的のイベント来場者には、単純に「価格の高い店」と見なされ、敬遠されてし
まった。そのため、「販売」や「価値の決定」をめぐるいくつかのフィールドワークを行った。 
　

4.4.1　インターネット外への出店

　「東京蚤の市」65に招待され、一般の古書店と同様の扱いで、「出店」をした66。販売数を増やす
よりは、認知度をより高め、査定者や共感者を増やすことに目的にし、人が立ち寄りやすくするた
め、いくつかの仕掛けを設けた。具体的には、「手垢」の内容がわかるように、「手垢」の説明を記
載した「手垢カード」[図22]を作成し、本に挟んだ。さらに、メンバーは、ブース内のソファで、査
定の終わっていない本の査定を行い、その様子を見学可能とした。ほかに、《余白書店》ののぼり
と、 説明のパネルを制作した。Amazonに出品できない、ISBNなどの管理番号がついてないものを
中心に出品した。 ブースの作り方など、他の古書店と比べ異質感があり、Amazonでの《余白書店》
をパフォーマンスとして行っているようにも感じられた[図23]。

図22　手垢カード　　　　　　　　　　図23　東京蚤の市での余白書店のブース
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62 NAVERまとめ「古本の書き込みに値段をつける古書店「余白書店」が面白い！」http://matome.naver.jp/odai/2138526551150980301

63 《余白書店》は第19回　学生CGコンテストで優秀賞（SILVER PRIZE）を受賞した。

64 「みかん箱一箱まで」を制限に、素人からプロまでが同列に古本を販売するフリーマーケット型の古本市。同様の方式で全国で開催
されているが、2005年、東京の谷中・根津・千駄木で開催された「不忍ブックストリートの一箱古本市」がはじまり。

65 手紙社が「古いものを扱うお店」をセレクトし開催するイベント。 同社の加藤氏より招待された。 2014年5月17日、18日開催。

66 インターネット外の出店はこのほかに東京都豊島区での「一箱古本市」があった。

http://matome.naver.jp/odai/2138526551150980301
http://matome.naver.jp/odai/2138526551150980301


　このイベントの際、余白書店の本が初めて一冊売れたが、「手垢本」としてではなく、本の内容を
気に入って一般の古書として買ったと思われる。他に購入するか迷っていた人が2名いたが、結局、
値段が高いことを理由に購入はしなかった。 売るための簡単な解決方法は、「値段を下げる」ことだ
が、それでは、《余白書店》のAmazon出品の際に重要な要素である「定価」より高い価格設定に
よって、異質なものを介入させる、という明確さが失われてしまう。 しかし、この2名は、「手垢
本」としてこの本の購入を迷っていたため、交渉次第では、「古書」ではなく、「手垢本」として、
本が売れる可能性があった。その際に売れた価格が、定価以下だとしても、その作品の「中古本」の
相場に比べれば、高く売れたと考えられる場合がある。手垢本の価格は必ずしも定価が基準である必
要はないため、「蚤の市」のような場に出店する場合は、査定者と購入者の値段交渉によって、客観
性のある価格が決定される可能性を感じた。

4.4.2　査定会

　活動は面白がられるのに比べ、販売数がまったく伸びないギャップ、そして、「定価＋α」の査定
方法を取ったことによって、「手垢本」として評価が高いものと、価格が高い「手垢本」が一致しな
い状況が続いた。その問題を解決するため、それに代わる明確で新しい価格の査定基準の設定が課題
にあがった。この課題に取り組むため、リサーチを兼ねて、他者と「手垢」の査定を行うことを試み
た。この「査定」に際して、蚤の市等でも使用した「手垢カード」を用いた。査定は、「１、それぞ
れが気に入った「手垢本」を選ぶ。」「２、「査定カード」に記入する。」「３、自分の査定したポ
イントを発表しあう」「４、他人の意見を聞き、再査定を行う。」の手順で行った。初回は、2014
年3月27日、東京都豊島区の大明みらい館の「ブックカフェ」67にて、第二回目は、同じく豊島区の
文化施設「としまアートステーション「Z」」にて、2014年6月7日に開催した 68。ここでは、査定
者によって注目するポイント、傾向が異なることがメンバー内で共有されたが、「定価」に代わる明
確な査定基準にはつながらなかった。
　

4.4.3 インタビュー

　活動が広がる中で知った、「書き込みされた本」等を扱う「類似」していると思われる活動の主催
者の2名にインタビューを行い、《余白書店》との違いを明確にすることによって、その価値につい
て考察することを試みた。2名とは、3.3で紹介した「痕跡本」の古沢、そして、book pick 
orchestra を運営する、川上洋平である。インタビューを通して明確になったのは、2名ともに、
「古書」の知識を持つ専門家であり「本」をベースに活動しているのに対して、余白書店は、「本」
および「古書」に対して、全くの素人であり、活動のベースは、「余白」というテーマである、とい
うことだった。「古書」には、 古書業界の査定ポイント「きれいさ」「希少さ」等の評価のポイント
があり、《余白書店》は、その点を全く無視しているため、古くからある古書好きのコミュニティに
属する人に対して、その人達をないがしろにするような、暴力性があるとの指摘を受けた。 逆に言え
ば、《余白書店》は、既存の「古書」の文脈に囚われず、「手垢」を純粋に楽しみ、価値づけできる
立場であるとも言える。「痕跡本」に関しては、価格設定に特徴があり、古沢がエピソードをつけた
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67「豊島区」、「NPO法人いけぶくろ大明」の協働による若者支援事業としてオープンした、元小学校の図書室　 http://
www.toshima.ne.jp/~taimei/book.html

68 査定会の内容については右記に詳しい　http://akihabaranetwork.seesaa.net/article/399659958.html

http://www.toshima.ne.jp/~taimei/book.html
http://www.toshima.ne.jp/~taimei/book.html
http://www.toshima.ne.jp/~taimei/book.html
http://www.toshima.ne.jp/~taimei/book.html
http://akihabaranetwork.seesaa.net/article/399659958.html
http://akihabaranetwork.seesaa.net/article/399659958.html


本は数万円～数十万円、「痕跡」の内容のみを書いた本は千円～数千円である。ここから分かるよう
に、「痕跡本」の販売において、古沢の創作したエピソードが価値の対象になっている。また、川上
の場合は、「書き込みの完成」ということが一つの指標となっており、作家などに、書き込みをする
ことを前提に本を読むことを依頼し、知識や情報の詰まった、書き込み本を作ることで「血の通った
本」にするという取り組みも行っているという。ここでも、有名人の書き込みなどではなく、無名の
人の「手垢」をあつめる《余白書店》とのスタンスの違いが明らかとなり、一見、同じ素材を扱って
いる「類似」の3つの活動は、実は全く違うものであるということがはっきりした[表1]。

痕跡本 write on books 余白書店

ベースにある活動 古書店 本と出会うプロセスづくり
（古書店としても活動）

「余白」をつくる実験、実
践。

本に付着したもののう
ち、対象にするもの

劣化と呼ばれるもの全般 書き込みのみ 劣化と呼ばれるもの全般

展示方法
自身で選んだ「痕跡本」
に、自身が創作したエピ
ソードを添える。

中途半端な書き込みのある
本を選び、来場者に「完
成」してもらうことを目指
す。

Amazonに「定価＋α」の
値段で出品する。

活動で大事にしているこ
と

古書の魅力を増やし、古
書愛好家を増やすこと。

血の通ったものを提供する
こと。

「枠」から外れた人々が価
値観を表現すること。

4.4.4 書き込みの違う同じ内容の本を集める

　《余白書店》が扱う「手垢」の特徴は、無名の人々による「手垢」のバリエーションではないか、
という考えに基づき、夏目漱石『こころ』の「手垢本」を複数集める試みを行った。この試みによっ
て、作品内容ではなく「手垢」の種類による本の魅力、および余白書店ならではの「手垢」の評価の
方法を探ろうというものであった。『こころ』を選定した理由としては、日本でベストセラーとなっ
ている一冊であり中古の冊数が多いこと、Amazonマーケットプレイスにも、「書き込みあり」、
「シミあり」等の記載のあるものが見受けられ、入手がしやすいこと等があげられる。まず、 
Amazonにて、『こころ』の「コンディション」が「可」で、説明文に「書き込み」、「シミ」、
「書き込みのある可能性」等と記述のある本を目視によって探し、 33冊をマーケットプレイスから
購入した。しかし、説明欄で「書き込みやひどい痛みのある可能性がある」とされているものには、
実際には書き込みがなく、日焼け程度のものがほとんどであった。Amazonのガイドラインでも
「良」とされるべきものが「可」として出品されているため、実際に書き込みや手垢がついていたも
のは4冊にとどまった。
　このことから、Amazonの記述は、購入後「レビュー」にてお店を評価できるシステムによって、
ガイドラインで規定されいている状態よりも、「悪い」選択肢を選んで出品する傾向があることがわ
かった。このように、コンディションの記述には不確実な点が多いため、丁寧に選定、問い合わせな
どをしていく必要が有ることがわかった。

表1　痕跡本、write on books と余白書店との比較
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4.5 考察

　《余白書店》は、第19回学生CGコンテストで優秀賞を受賞、文化庁メディア芸術祭の審査員推薦
作品に選出されるなど、「アート」的な側面で評価される一方で、「東京蚤の市」の招待や、「ネイ
バーまとめ」の記事などでは、「面白い、一風変わった書店」として、アート作品とは別の方面から
評価を得ることになった。これは、《余白書店》が、日常生活のなかに筆者らのための「活動として
の余白」を介在させるための実験および、実践であったからだと考えられ、松井のあげた、シチュ
エーショニスト「使う」芸術のための条項にあてはまる。
　ただ、活動としての評価は得たものの、実際の「商品」は殆ど売れず、現状では、活動としての評
価と、実際に商品が「売れる」ことと関連性は見られなかった。さらに、Amazonの表示形態を利用
して、「手垢本を注目させ、評価させる」目的のために設定した「定価＋α」の価格設定が、販売を
阻害する結果となった。これは、「査定」の際、「定価」を基準として採用する意味について、考察
が不足しており、手垢本の査定額がAmazonにて「展示」する際には有効でも、「販売」に関しては
妥当性を得ていないためと考えられる。
　また、Amazonを利用した作品として、2章で取りあげた「ハッキング三部作」の《Amazon 
Noir》と、Firefoxブラウザのアド・オンによって、Amazonのページに、トレントファイルのダウン
ロードリンクを表示させる、《Pirates of the Amazon Browser Add-on》と比較した際、《余白
書店》も、審査員であった四方幸子に、「ハッキング」的な側面があると評価されるなど、3つのプ
ロジェクトはそれぞれ「介入」的な態度をしているという点で共通している。しかし、前2作品が、 
プログラミングの技術を必要とするのに対し、《余白書店》はプログラミングは一切使われておら
ず、いちユーザーが利用可能な、既存のシステムの「使用」のみで制作された。この方法は、巨大な
システムが一般的に利用されるレベルにまで行き届いていなければ難しく、一見不自由に見える状況
を逆手に取った意図的な「戦術」としてのAmazonの使用と言える。次に、三作品の、Amazonとい
う資本による巨大なシステムに対する警鐘や抵抗などのメッセージを発信する態度についてである
が、《Amazon Noir》では対立姿勢を打ち出しており、遊戯的雰囲気は感じられない。《Pirates of 
the Amazon Browser Add-on》では、その介入方法はより遊戯的である。しかし、トビアスのア
ド・オンの作品は一貫してMozilla Firefoxブラウザに限定されているなど、その意志は明確に表現さ
れている。《余白書店》では、Amazonに対して、警鐘や糾弾のメッセージを発するというよりは、
誤用を用いた「あそび」的な使用法を行うこと自体に焦点があり、ポスト・インターネット時代の作
品に通ずるものだと考えられる。
　また、古沢「痕跡本」と、book pick orchestra《write on books》との比較では、プログラミ
ングのみならず、「古書」に関しても、素人しかいないということが、むしろ特徴であるということ
がわかった。 この「素人」であるという視点は、筆者の企画に頻繁に登場する要素であり、それが、
ある種の暴力性を伴うということもインタビューで明らかになった。ここからは、《余白書店》の、
「古書業界」といった専門性によって形成される評価や価値観に抵抗する姿勢を読み取ることが出来
る。
　「手垢」をセルトーの言う「ファブリケーション」ととらえた点からは、《FORM ON WORDS》
に通じる、無意識的な「生産」を可視化させる仕組みとしても捉えることが出来る。
　《余白書店》は、Amazonの空間を「一般に開かれた、だれでも出展できるギャラリー」という
「機会」として利用し、書店の形式を利用したプロジェクトに昇華したといえるだろう。しかし、そ
の「手垢」の評価の曖昧さや、《余白書店》が「手垢本」の何に魅力を感じ、どのような価値観を大
事にしているのか、明確な説明が不十分であったことも確かである。こうした課題を解決し、より探
求を深めるため、後述する「余白書店なかまプロジェクト」の構想に至る。
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5　余白書店なかまプロジェクト 開店ツールその１
　《手垢手帖》

　 筆者は、《余白書店》の活動で明らかになってきた問題点をより深く探求するために、2014年よ
り、《余白書店》の活動をより多くの人を巻き込みながら行う「余白書店なかまプロジェクト」を構
想し、そのツールの一つとして《手垢手帖》という「あそび」をつくった。本作品は、神戸アートビ
レッジセンター69　若手芸術家・キュレーター支援企画 1floor 2014「またのぞき」展にて展示さ
れ、関連企画として、ワークショップ「あなたの余白書店をつくろう」も行なわれた。本章ではその
《手垢手帖》についての解説と考察を行う。

5.1 作品概要とねらい

　本作品は、《余白書店》が取り扱っている「手垢本」をより広範に収集し、「手垢」のデータベー
スを作成する。そして、そのデータベースを介して、誰もが《余白書店》の活動へ参加が可能になる
ためのツールの一つとして提示する。4.4 のフィールドワークによって、《余白書店》は、様々な人
が「古書」の文脈から離れて評価をすること、また、その評価の視点が統一されておらず、各人に
よって価値が異なることが特徴のひとつであることがわかった。この違いをより強調する仕組みをつ
くることで、《余白書店》の表現する価値観をより明確にすること、そしてWebと展示・ワーク
ショップを通して「手垢」や、「紙の本のサーフェイスのレイアウト」がどんな役割を担っているの
かより深く探求した。

5.2 制作プロセス

　以下より、作品制作における各項目の決定プロセスについて説明する。
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69 若手芸術家の育成を図るとともに、新開地を芸術の村として構築し、まちの活性化を図る目的で設置された創造型芸術文化施設。



5.2.1本の回収

　100冊～200冊程度の「手垢本」を回収するため、本の回収用のチラシを作成し、SNS等で呼びか
けるとともに、「トンカ書店」70と、「メガネヤ」71の２つの古書店に、「手垢本」回収の協力を依
頼した。さらに、筆者がAmazonで「手垢本」と思しきものを探し、購入した。
　結果的に、トンカ書店から、約50冊、メガネヤから約15冊、個人的に《余白書店》に寄贈された
本が30冊程度、またAmazonで購入した30冊程度の本が集まり、合計で約120冊の「手垢本」が集
まった。また、会期中に、センターのスタッフやサポーターの方々が、「手垢本」回収の噂を聞き、
本を持参するなどして、会期中もすこしずつ本は増えていった。 収集方法の性質上、同じ作品の「手
垢本」を揃えることは難しく、当初のプランの「同じ作品の手垢本を大量に集める」ということはし
なかった。また、予想外に回収されたものとしてメガネヤから「本ではないけど、書き込みがされて
いるが、参考になるか？」とのことで、「本を一冊分コピーしたコピー用紙の束」を、提供しても
らった。
　

•Amazonでの購入について
　Amazonでは、前章で述べたリサーチの経験から、「書き込みのある可能性がある」等の曖昧な表
記のものは避け、「書き込みあり」等とはっきり記載のある、商品チェックを行っていると思われる
出品者の商品を購入した。あわせて、他の「手垢本」の取り扱いがあるかどうか問い合わせを行った
[図24]。筆者が購入した出品者は約20店舗で、新古書店と思しき店名も多かった。問い合わせの結
果、ほとんどの出品者が「個別の回答はしかねる」との返答だったが、その中で、「書き込みあり」
のみの商品を抽出したリストを送付してくれた出品者72が１件、Amazon外での取引ならば可能との
ことで、予算の相談に応じてくれた出品者が１件であった。リストの中の商品は250件あり、価格は
1円～8552円（うち1-5円のものが50件、1000円以内のものが197件）。同一作品の「手垢本」も
あったが、冊数は多くて2-3冊だった。リストには参考書や実用書、啓発本などが多く見受けられた
[図25]。
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70 神戸アートビレッジセンターの近郊、神戸の元町にある古書店。同センターの別イベント等に協力の経験がある。トンカ書店では、
買い取りの際に、持ち込まれたものはすべて買い取る方針をとっている。そのため、書き込みやシミ、落丁などのあるいわゆる「手垢
本」にも値段をつけて買い取っているが、これまではそれらの活用方法がなかったため、今回の企画は「活用ができて嬉しい」と語
り、2014年9−10月の間に買い取りした「手垢本」を提供してくれた。

71 市川ヨウヘイ氏が営む大阪のマンションの一室を利用した古書店。東京蚤の市や、NAVERまとめの記事がでたころから、余白書店
に興味を示し、「余白ネットワーク」のメンバーとも交流があった。

72 「BOOKOFFありがとう店」。BOOKOFFは自社サイトで古書販売を行っており、Amazonに出店しているこの店舗はBOOKOFF系
列店舗なのかは定かではない。他にも「BOOKOFF◯◯店」とついた店舗に問い合わせたをしたが、リスト等の提供はなかった。



5.2.2 登録用紙

　参加者が、「手垢」を発見した際に記入する、登録用紙を作成した。作成に関しては、路上観察学
会の「報告用紙」を参考にした。登録者は、まず「手垢本」からそれぞれの目に留まった「手垢」を
探し、発見した「手垢」についてその詳細を登録用紙[図26]に記入する。登録用紙の記入欄は、おお
まかに4つに分かれており、それぞれ「手垢」についての記入欄、本についての記入欄、感想の記入
欄、写真の貼り付け欄を設けた。「手垢」についての記入項目として、「名称」・「分類」・「場
所」・「特徴」・「種類」・「つき方のパターン」・「色」・「形」・「その他　特記事項」を設
け、本についての記入項目として、「書名」・「作者」・「出版社」・「印刷年」・「形態」・「素
材」・「発見場所」を設けた。また、「所感」欄には、登録に参加した感想を記入できるようにし
た。最後に、詳細がわかるよう、「手垢」の写真を貼りつけるスペースも設けた。

図24　「手垢本」を扱っている可能性のあるお店に対する問い合わせリスト

図25　提供された使用感のある本の商品リスト
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5.2.3 登録項目について
　
　各項目に記載する内容については以下の表にまとめた[表2]。この項目は、ワークショップの予行を
行う過程で、明らかになってきた類似点や、必要な情報について検討し、回を重ねるごとに反映さ
せ、適切なものに変更を続けた結果のものである。ゆえに、今後の活動によって変化する可能性があ
る。 各項目の決定のプロセスと選択肢の解説は、後述する。

項目名 説明

名称 発見した「手垢」に、登録者自らが名付ける。

分類 どのような目的でつけたか予想したものを記入。
選択項目：「要約（メモ）」・「リズム（気合）」・「生活」・「記名」・「使い込み」・その他。

場所
本のどの部分に「手垢」を見つけたかを記入する。
選択項目：「天」・「地」・「背」・「小口」・「かど」・「カバー」・「帯」・「紙面（上・下・
右・左・全体）」・「その他」

特徴 登録者が、「手垢」の、どの点に注目したかを記入する。
選択項目：「素材感」・「つき方」・「形」・「その他」

種類

「手垢」の一般的な種類を記入する。
選択項目：「線」・「丸(囲み)」・「かっこ」・「ぬりつぶし」・「図(絵)」・「付箋」・「印」・
「シール」・「シミ」・「やぶれ」・「折れ」・「落丁」・「開きグセ」・「ヤケ」・「紙魚」・「そ
の他」
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図26　2014年最終版の登録用紙。今後も、カテゴリや分類が変わる可能性がある。
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項目名 説明

つき方の
パターン

「手垢」がどのようなパターンでついているかを記入する。
選択項目：「ここだけ」・「ここまでしかない」・「たまに」・「全体」・「その他」

色 「手垢」の色を記入する。選択項目はなし。

形 「手垢」の形状を記入する。吹き出し・点線など。選択項目はなし。

特記事項 以上の項目では書ききれなかった事柄について記入する。自由記述。

5.2.4  登録方法（ワークショップ予行）

　神戸でのワークショップに向けて、岐阜県大垣市のIAMAS73校舎にて、ワークショップの予行を計
４回行った。予行では、主に拘束時間の関係から、神戸のワークショップで行うプロセスの一部の
み、「手垢の登録」を中心とした。予行にて、「手垢」のデータベースを増やすとともに、本番の
ワークショップむけて、課題の洗い出し等を行った。

　 登録は、一人で行う場合と、複数人で行う場合があり、複数人で行う場合は、以下の手順で行っ
た。「手順４」の際、自分が選んだ「手垢」の「名称」が決められなかった参加者は、皆で名前を相
談して決定することとした。

1. 収集した手垢本を並べ、参加者がその中から「手垢」を探す。
2. 「手垢」の中から、自分の登録したい、気に入ったものを選定する。
3. 選んだ「手垢」の写真を撮影し、 登録用紙に記入する。
4. 参加者が互いに自分が発見した「手垢」について、どのようなものを発見したか、どの点に注目

したかを発表する。

5.2.5　各選択項目決定のプロセス（ワークショップ予行）

　「分類」・「特徴」・「つき方のパターン」の各項目の選択肢は、ワークショップの予行の結果生
まれたものである。その経緯について解説する。

　まず、「分類」の項目決定について述べる。第1回の予行を行った際、参加者の一人が、要旨のま
とめとはちがう目的でつけられた丸や、線引に注目した[図27]。その登録用紙の特記事項にはこうあ
る。「とにかく、丸が多い。中には単語という単語に丸がつけられているページもある。後から見直
すための印という感じはなく、読んでいたその時のテンションやリズムがそのまま残されているよう
に感じる」。登録手順４にて、この意見が発表されたとき、筆者は《余白書店》で出品した本の数冊

表2　登録用紙の記入項目内容
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73 情報科学芸術大学院大学。



や、自分の書き込みの傾向に、この特徴が当てはまることに気づいた。この読み手のリズムを残すタ
イプの「手垢」は、要旨をまとめたり、メモとして書き込みが行われるものとは全く異なる。この発
見をもとに、要旨のまとめではなく、感情的な盛り上がりや読み手のリズムを記録した書き込みを総
称して「リズム（気合）」タイプという名称をつけた。
　「リズム（気合）」タイプに対して、いわゆる要旨のまとめや重要な単語に対する線引などを「メ
モ（要約）」タイプ、コーヒーのシミやページのヤケなど生活環境によって生まれるものを「生活」
タイプ、蔵書印や、記名など、所有者を表わすものを「記名」タイプ、角の摩耗やページの色うつり
など、経年劣化と呼ばれるようなものを「使い込み」タイプ、と名づけた。これは、「手垢」が、ど
のような経緯、動機でつけられたのか、「手垢の作者」の様子を登録者が想像してつけるものであ
る。

　次に、「特徴」について述べる。先ほど述べた「手垢の作者」への想像から決定される「分類」タ
イプに対して、「特徴」とは、登録者が注目しているものにつける。 ヤケによって、独特の色の変化
を遂げている、シミのつき方が模様のように見える、紙魚によって質感が変化している、等の「素材
感」、異常なまでに書き込まれいている、あるいは一箇所だけ書き込まれている、等の「つき方」・
文字の囲み方が独特である、「手垢の作者」の独自の記号が使われている、線に勢いがあり、文字に
被るほど曲がっている、逆に印刷したかのようにきっちりと線が引かれている、等の「形」の3つの
選択肢を設定した。この設定には、ワークショップ予行の参加者が、図書館の除籍本の使い込みに
「何百人とか何千人に読まれている、内容で選んでいたら出会えない良さ」を見出して、その本につ
いている質感の変化ばかり登録するなど[図28-29]、注目するポイントに傾向があることを発見し、
筆者が設定したものである。同じ「手垢」を見ていても、どの点に注目しているかは、登録者によっ
て異なると考え、その注目点がどこにあるのかを明確に表記するために設定した。

図27　読み手の感情やリズムが記録された手垢。名称「残響」。

40



　最後に、「つき方のパターン」について述べる。登録者によって「手垢」の注目ポイントの傾向が
あることは既に述べた。その傾向の中に、「リズム（気合）」タイプのように、「手垢が全面的につ
いている」ことに注目するものもあれば、逆に、ある一章だけ書き込みがしてある等の「ここだけに
しかついていない」または、勉強を途中で諦めてしまったと見られるメモ書き等、「ここまでしかつ
いていない、急に途切れる」というものに、人間らしさや、何らかの執着心、「手垢の作者」の主張

図28　図書館の除籍本より。「色うつり」を「沢山の人の手でつくられた版画」と捉えている。

図29　年月と人々のつくりだした優しい触りごごち。
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を読み取り、「中途半端」と取られるようなものに注目をする登録者がいた[図30]。このことから、
「特徴」と同様に、参加者の注目ポイントを明確にするため、「つき方のパターン」という項目を設
けた。

　「特徴」、「つき方のパターン」は、どちらも登録者の注目ポイントの項目なので、ひとつのカテ
ゴリに統合すべきかもしれない。
　

図30　英語のテキスト。途中まで書き込まれている。「力尽きているのが、素敵」。
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5.3 ワークショップ

　神戸アートビレッジセンターでのワークショップでは、手垢の注目ポイントが人によってそれぞれ
違うことに注目して、「あなたの余白書店をつくろう」というタイトルで、余白書店の「支店」とし
て、参加者それぞれの視点で「手垢」を選び、そのセレクトに基づいた「手垢本」のセレクトショッ
プを展覧会会場に出店するという流れで行った。什器の箱を一人一箱、お店に見立てディスプレイ
し、展示会場にそれぞれの「余白書店」の「支店」として展示をした[図31]。

5.3.1　方法
　
　以下の方法でワークショップを行った。なお、予行で行った手順は１・２にあたる。

1. 手垢を見つける：「手垢」というものにどんなものがあるのか、実際に探し、「登録」を行う。
2. セレクトをする：  発見した「手垢」の中から、自分が気に入ったものを選ぶ。
3. 店の屋号を決める：　自分のセレクトした「手垢本」を扱う店として相応しい屋号を決める。
4. 出店する：　ポップやのぼりを作り、展覧会会場に「店」として出店する。
　

図31　ワークショップにて出店された《余白書店》の「支店」。
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5.3.2　参加者

　予行は４回行い、複数回参加してくれた参加者もいた。参加者は、予行では女性が多く、神戸で
行ったものに関しては、男性が2名、女性が3名であった。神戸のワークショップの参加者は、もとも
と筆者の活動を知って興味を持ってくれた人が多かった。ほか、会場近くに住んでいる男性で、かつ
て図書館に勤めており、除籍本を捨てることの罪悪感に苛まれていたという方が、ワークショップ前
日の朝刊に掲載された《余白書店》の新聞記事[図33]を見て、参加した。

図32　ワークショップチラシ
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　手順１-２では、参加者はかなり集中して本から「手垢本」をじっくり眺め、登録用紙に記入をし
ていた。１-２時間経過したところで、休憩をはさみながら自分の発見した「手垢」についてそれぞ
れが発表した。 このとき、自己紹介も合わせて行った。ここから、「図書館」にまつわるエピソード
を持っている参加者が複数いることや、お互いの選んだ本や、その選んだ理由の面白さなどから、参
加者に会話のきっかけができ、参加者同士の会話が増えた。 休憩を挟んでから、「お店」づくりを
行った。見本がなかったため、最初はどのようにディスプレイをするのか戸惑っている参加者もいた
が、ひとりが率先して画用紙を切ったり、独自のポップアップを作成しだし74、それを見た他の参加
者が、それに続く形となった。店名に悩む参加者がいるかと予想していたが、どうしても決まらない
という参加者はおらず、皆それぞれ独自の名前をつけた。
　参加者が、《余白書店》の活動を多少知っていたためか、予想に反して、「手垢」や、「特徴」、
「つき方のパターン」等に関しての質問は殆ど無く、本の各部名称（「天」・「地」・「小口」等）
について質問されることが大半であった。このワークショップで、約20件の「手垢」が登録された。
予行では一回につき、4-8件程度だったことを考えると、登録数は、非常に多かったと言える。

図33　毎日新聞 2014年11月1日朝刊より。
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74 この参加者は、教師として働いており、また、学生時代にアートイベントのスタッフをしていたことから、ポップ作りや工作に慣れ
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5.4 Web　

　ワークショップ予行とワークショップで収集した「手垢」のデータベースを作成し、「手垢手帖 オ
ンライン」というウェブサイトを公開した[図34]。このページの主なコンテンツは、「手垢」のデー
タベース・「手垢」登録フォーム・「手垢」写真ギャラリーである。データベースはIAMAS2年の石
郷祐介が設計した。

「手垢を登録する」メニューには、GoogleFormで作成した質問欄[図35]があり、5.2.2の「登録用
紙」と同じ項目を入力し、「手垢」の登録ができる。

図34　手垢手帖　オンライン　トップページ

図35　登録フォーム
46



登録を行うと、「皆の登録した手垢を見る」の一覧に反映される[図36]。

列の最も右側の項目「登録用紙」を「表示」をクリックすると、自分が登録した情報が「登録用紙」
とほぼ同じレイアウトで表示される[図37]。

図36　手垢手帖オンライン「みんなの登録した手垢一覧」

図37　登録済みの「手垢」を表示させたところ
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「写真を見る」メニューからは、写真のみの一覧が表示される。この写真のデータベースはFlickrを
利用している[図38]。 紙での登録と同様に「手垢」の写真を撮り、 投稿用のメールアドレスにメー
ルを送信すると、自分の写真がFlickrのギャラリーに反映される。GoogleFormの質問欄[図39]に投
稿した写真のurlを記入することで、登録データと写真データが紐付けられる。

また、この他にデータベースを利用して、現在登録に参加した人のニックネーム一覧を表示してい
る。

図38　Flickrに投稿させている「手垢」写真一覧

図39　写真の入力欄
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5.5 展示
　
　2014年11月1日～24日まで、神戸アートビレッジセンター1floor「またのぞき」展にて、展示を
行った。会場には、「手垢」写真のプロジェクション、ウェブサイト、記入された「手垢登録用
紙」、 登録のあった「手垢本」を並べる本棚、 そして「手垢」のマッピングを展示した[図40-43]。
手垢を登録された本は約40冊、会期前は40件だった「手垢」は70件程度となった。 登録は紙と
Web両方から行えるが、Webの登録は紙の登録に比べてほとんど使用されなかった。

図40　展覧会会場
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図41　ウェブサイトと、未登録の「手垢本」。壁には「手垢登録用紙」が貼り付けられている。

図42　手垢登録済みの本棚と手垢本読書スペース。
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5.6　参加者の変化（インタビューより）

　ワークショップ後の変化を知るため、ワークショップおよびワークショップ予行の参加者にインタ
ビューを呼びかけ、４名に話を聞くことができた。内訳は、いずれも女性で20代～30代であった。
インタビュー内容は、普段の本との接し方、またワークショップ前後での変化などで、それぞれ約1
時間程度、話を聞いた。

　W（20代、女性、岐阜県在住、ワークショップ予行に2回参加）は、以前に古書店に自分の本を売
却した際に、思い入れの強い本だったにもかかわらず、「二束三文で」売られてしまったことに
ショックを受け、それ以来、なるべく、本は「本棚に入る範囲」に収めようと決心し、購入を控え、
図書館や貸本屋を頻繁に利用するようになった。また、彼女は、小学生の頃、本を借りて読んだ際
に、すこしのページの開き具合に文句を言われ、貸主から叱られた経験からか、もしくは「本は財産
だ」と言われて育ったからか、教科書などの実用書以外には一切書き込みをしない（教科書に関して
は、学校で「線を引いて」等と言われるため、書いても良い気になったと言う）。また、そのような
実用書は「捨てるもの」という考えがあり、ほとんど捨てたのだが、予行の際には、「手垢本」とし
て、古典の参考書を持参した。捨てずにとってあった理由を尋ねると、「古典が好きだったという、
古典への愛みたいな」ものがあると答えた。彼女が「手垢本」として選んだのは、音読の記録や、読
了日など詳細に記録が書き込まれ、また、自作のカバーが掛けられている「夫婦善哉」の文庫本で、
手垢の名称を「夫婦善哉愛」とつけた。自身の思い入れの強い本が二束三文で売られてしまった失望
から、本の購入を控えていることからも、彼女が本に付着している「思い入れ」や「記憶」、「愛

図43　登録済みの本棚にある本には、「手垢カード」が挟み込まれている。
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着」といった感情を大事にしていることが読み取れる。彼女は、大学時代に勉強していた美術につい
て話のできる仲間を求めて、アートイベントのボランティアに積極的に参加しており、ワークショッ
プに参加したのは、そのボランティアをきっかけに「余白ネットワーク」に興味を持ったからであっ
た。参加して、自分以外の視点を持った人と話をしたのが楽しかったと話し、自分でも「手垢登録
会」をやってみようかと思うが、まだ、声をかける勇気が出ないと話した。
　
　O（30代、女性、兵庫県在住、ワークショップに参加）は、本に関して、宝探しのような、発見し
たり、出会う喜びを大切にしている。それは、彼女がとくに意識せず行っていたという独特な習慣か
ら読み取れる。Oは、Amazonで、本以外のものは購入するが、本は購入したことがない。古書店を
巡り、「宝探し」のように欲しかった本を「発見」することが好きだという。また、幼少時から図書
館によく通っており、ボランティアで資料の整理をしていた際、貸し出しの際に発行される、誰かが
借りた本のタイトル一覧が記録されるレシートが挟まっているのを見つけ、「他人がどんな本を読ん
でいるのか興味があったし、自分が読んだことのある本がリストの中に入っていると、この人の選ん
だ本はおもしろそう」と思うようになり、そのレシートをそっと持ち帰って楽しんでいた思い出があ
り、ワークショップに参加した際、他の参加者が持参した本を見て、「この人はこんな本を読んでき
たのか、面白そうだな」と思い、図書館のレシートのことを思い出したと話した。
　また、「手垢」に関しては、今までどんな線や、シミがあろうと、よっぽど変わったものでなけれ
ば、無視できていたという。古書店で本を購入することが多く、線引などは多かったはずだが、読ん
でいても、意識にのぼらなかったと話した。ワークショップを経て、「手垢」が意識化され、いまま
での内容を楽しむ読み方と、手垢を楽しむ読み方、両方ができるようになったと語った。

　T（20代、女性、岐阜県在住、ワークショップ予行に2回参加）は、ワークショップ前後で大きな
変化があった。 そのきっかけは、ワークショップ開始時に、「お気に入りの手垢を探してくださ
い」、と言われたことだという。「その時に、どれだけいろんな人に読まれている本なのだろう」と
いうことが基準になったと話す。 本を購入するとき、今までであれば、少しでも書き込みやシミなど
が少ない物、もしくは少し高くても新品を購入していたが、ワークショップ後、Amazonをみるとき
に、どの程度書き込みがある本があるのか、チェックするようになったと言う。また、本を読む時
も、今までであれば、「本は読み終わったら売る」との考えと、「書き込みは本を汚す、タブーであ
る」という感覚があったが、ワークショップの後、本は結局売ることが出来ずに溜まることになる
し、本を綺麗に保つよりも、読んだ時の感情や考えたことを記録したものがあれば、自分は読みたい
し、本と向き合うことにつながるという考えに変わり、書き込みをしたり、脚注部分をまるごと背か
ら剥がし、自分の読みやすい「別冊」としてしまうなど、自分なりの性格を本に与え始めた。 

　M（20代、女性、兵庫県在住、ワークショップに参加）は、O同様、《余白書店》に出会うまで
は、「手垢」を意識したことがなかったという。そもそも、古書店などでも、線が引いてある本が
売っているイメージがなかったと話した。また、Mは、「手垢本」として、幼少時の自身が読んでい
た本と、父親の本を持ってきたのだが、「几帳面だと思っていた父の書き込みが予想外にザックリ」
としており、「本の性格と違う（書き込みから想像する人物像と違う）」と驚いたと話した。自身
は、あまり書き込みはしないが、旅行の本（地球の歩き方など）にだけは、「間違わないように」
「ぐりぐり」と、マルをつけたり、付箋を貼ったり、書き込みをしたりするそうだ。また、アルバイ
トと兼業してセレクトショップを営むMは、「手垢本」を、「これは売り物か」と聞かれたことを
きっかけに、「自分の店で余白書店をやるとしたらどうやって売るか」を考えたという。「そこそこ
の『手垢本』と、すごくいい『手垢本』」を分ける案や、専用の箱をつくって手垢本をしまうなどを
考えたが、余白書店の考え方を変えずに、売る、ということはなかなか難しく、そこまでで考えが止
まっていると話していた。
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　その他、インタビューとは別に、必要性にかられて、本に読書中の感情を書きとめておくようにな
り、それによる自由な本の読み方を感じたが、《余白書店》を知り、書き込みをおとなしめにするよ
うになった、と言う声も聞かれた。

5.7 考察

　これまで《余白書店》では「手垢」として注目されていなかった「角落ち」・「色うつり」など、
新たな要素を発見し、「要旨のまとめとは全くちがう、全体にわたる感情的な書き込み」が、「リズ
ム」というカテゴリとして成立するなど、注目はしていたが、個別の事例にとどまっていたものが、
より抽象度の高いカテゴリやタイプといったものとして、捉えられるようになった。これは、量が集
まったことに加え、他者の視点からも同じ特徴が発見され、その発見を話す場を設けたことによっ
て、共通項が発見されやすくなったためだと考えられる。 また、図書館の除籍本のような本では、単
純に物質としての摩耗などの素材感が目立ち、個人が使った本では、読み手のクセによる個性がでる
等、登録用紙を使用し、詳細に記入することで、今まで漠然と面白いと思っていた部分や、言語化で
きていなかった自分の注目ポイントについて、自覚的に捉えることが出来た。 また他人の価値観を知
ることについても、写真入りの登録用紙を採用することで、その人が何を判断基準にしているのか、
注目ポイントが人に伝わりやすくなった。また、自分以外の人の視点を知ることで、自分が気づかな
かった視点で「手垢」を見つけられるようになった。以上のような成果は、《余白書店》をより多く
の人が「使える」ように拡張した結果である。
　また、インタビュー中のTの例は、《余白書店》を実際に「使う」ことによって起きた変化であ
る。Tは、《余白書店》を使うことによって、「タブー」や「汚れ」と感じていた「手垢」を「生
産」として捉え直し、自ら能動的に、脚注を取り外すなどの、使用することによる「ファブリケー
ション」を行うまでに変化した。本作品が、使用者に「手垢」を「ファブリケーション」と捉える
「身体感覚としての余白」を伝搬させる効果があったことが、ここから読み取れる。
　また、ワークショップ中に予期しなかった出来事として、「手垢登録」の際に、「製本ミス」と言
われるような、乱丁やページのガタつき、手作り製本によるものと思われる本の個性について、登録
しようとする参加者がいた。この件に関して、「手垢」ではないため登録するか迷ったが、現在のと
ころ「手垢」として登録してある。今後の展開として「手垢」とは違った名前をつくり、「製本ミ
ス」も含めるようなカテゴリをつくる必要があるかもしれない。　　　
　構想当初は、最終目的を、「余白書店が増える」プランにしていたが、参加者は、必ずしも出店を
望んでいるわけではなく、むしろ古書や本好きで、本の話をしたいと考えている人、読書会的な楽し
みを求めている人、また、アートや芸術との関わり・話題を共有できるコミュニケーションを求めて
参加している人など、その動機は様々であった。ワークショップ後、参加者同士のつながりをつくる
ために、メーリングリストや、Facebookグループなどを作成し、参加者のお知らせ等を発信できる
場を作成したが、手垢本を出品したとかの報告、情報共有など、参加者からの発信は、展覧会が終了
後、現在までの２ヶ月間にはおきていない。これは、共有ツールの使いこなしがうまく行っていない
ためと、《手垢手帖》のみでは、《余白書店》を「出店」するための各要素（「手垢本をAmazonで
探してみる」等々。）が体験できないため、「使える」要素がまだ不十分であるためとも考えられ
る。しかし、インタビューなどで直接話を聞くと、OやMのように、意識化されていなかった「手
垢」を「ファブリケーション」として見る視点の広がりを獲得したこと、Tの脚注部分の別冊化など
行動にあらわれているもの、 Wの、登録会の開催への意欲など、各人の中での「身体感覚としての余
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白」の変化が明らかになった。このように、僅かながらではあるが「身体感覚としての余白」は確実
に各人に伝搬したと言えよう。

6　結び

　　本論では、まず、「余白」を三次元的に捉え、ある制限や規制の中で、ある行動を可能にする条
件と定義した。そのうえで、権威や権力によって「くず」や「無用のもの」とされる「機会（チャン
ス）としての余白」、「枠」の外に追いやられた人々がしばしば備えている「身体感覚としての余
白」、そして「身体感覚としての余白」によって、「機会としての余白」を利用可能な条件として見
出し、創り上げる「活動としての余白」という、「余白」の3つの相を定義し、都市とインターネッ
トの変遷をみながら、インターネット、現実空間がともに資本による巨大なシステムによる影響下に
おかれ、境界線が無くなりつつある状況をみた。また、権力の主体と切り分けが不可能な状況におい
て、セルトーの「戦術」的な方法が有効であり、その「戦術」の二種類の方法（消費や使用方法に
よって生まれている、比較的無意識的な「戦術」と、シチュエーショニストの「日常生活の改革」の
3つの方法）を挙げた。その方法で行われる遊戯的な活動は、私たちの生活における様々な「枠」を
顕在化させるものであった。その巨大なシステムのひとつであるAmazonマーケットプレイスのアー
キテクチャは、新品との差異が価値を下げるという考え方をそのレイアウトによって示している。ま
た電子書籍における書き込みは、紙の本のそれとは異なり、要約や公開を前提とするテクストの抜粋
という性質を持っているが、紙の本にはそれ以外の読者の感情や生活の記録（ログ）を搭載する性質
がある。《余白書店》は、Amazonを「機会としての余白」として使用し、自身らのための「活動と
しての余白」をつくりだした。また「余白書店なかまプロジェクト　開店ツールその１《手垢手
帖》」にて、《余白書店》の「使用」を可能にした。その結果、他者の目線によって「手垢」の
「ファブリケーション」のタイプが明らかとなり、参加者が各人の「枠」の外にあった視点が意識化
され、「タブー」であった本の書き込みを「本と向き合う」ものと捉えたり、ひとつの魅力として眺
めるようになるなど、思考の転換が行われ「身体感覚としての余白」を伝搬させる効果があったこと
を述べた。
　今回筆者が行った「余白」をうむ「戦術」とは、日常生活に浸透している価値観や秩序を「あそ
ぶ」態度によってあぶり出し、 活動者および鑑賞者が、各々にとっての判断や価値の基準となってい
た「枠」の存在を自覚させるものである。筆者は、「余白ネットワーク」の活動を通して「枠」に合
わせることを諦め、「枠」の外の部分を肯定することで、その人本来の面白さを発揮する様子を目撃
してきた。 「余白ネットワーク」の「活動としての余白」は、「枠」の外にある、各々の考えや感性
を「身体感覚としての余白」として肯定し、「活動としての余白」を誘発するものである。 今回の
「なかまプロジェクト」での試みも、《余白書店》が拡大するのではなく、活動に触れた人々が、そ
れぞれの「活動としての余白」を創るためのひとつのプロセスとなることを期待する。各々が、「活
動としての余白」を続け、「身体感覚としての余白」が伝搬されてゆくことで、「枠」の外にある
様々な価値観が顕在化されるだろう。しかし、自分と価値観を異にする他者は、時に自分の価値観を
揺るがす脅威でもある。「多様性」と言葉では理解していても、筆者を含め、「空気を読む」等、周
りに合わせるよう圧力をかけたり、異なる価値観を否定してしまうことが多々ある。しかし、「枠
外」の感覚を肯定する以上、異質なものに対してどのように振る舞うべきか、自分自身の問題として
捉えなくてはならないだろう。「余白ネットワーク」で、個人の「身体感覚としての余白」に基づき
行われる活動と同時に、異なる人々が抑圧しあうことなく関わるための実験が行われるのも、その必
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要性を感じとっているためではないか。余白を生む戦術とは、異質なものに対する振る舞いを自分の
身近な問題として問う訓練でもある。
　《余白書店》は、メンバーの何気ない会話から生まれた活動であり、当初は美術作品としてコンペ
ティションなどに出すなどとは思いもよらなかった。私たちが「手垢本」を見て、「機会としての余
白」をとらえる「身体感覚としての余白」を身につけていたのは、「余白ネットワーク」プロジェク
トにおいて、しばしば「訳の分からない」と他人から言われる、散歩や人生ゲームといった「お稽古
事」をしていた成果である。今後も、無駄やノイズと言われるような自分自身の違和感や不快感、お
もしろそう、という予感を否定せず、その直感でもって「機会」を掴めるよう、さまざまな実践＝
「稽古」を重ねていきたい。
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